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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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研究レポート

桑野睦敏１)＊・丹羽秀和１)・新井克彦2)

はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。
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2)Arai Katsuhiko : 東京農工大学
* 現  日本装削蹄協会
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馬蹄に難治性蟻洞を誘発する角質分解性細菌
― 蹄角質培地透明化試験および角質ザイモグラフィによる二重選別法 ―

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。

図1　左前蹄蹄尖部に形成された進行性の蟻洞病変
蟻洞は脆弱化した病変の中心に空いた穴として観察される。こ
の穴は、もともと蹄負面に開口しており、削っていくと蹄壁中
層と蹄壁内層（葉状層）の境界領域を上方へ枝分かれしながら
登っていのが確認された。

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。

図2　蟻洞組織のグラム染色所見

表1　検索症例の蟻洞病変から分離された角質分解
　　  性細菌の特徴

グラム陽性の細菌が塊をなして病変に存在する。(a)蟻洞辺縁に
固着したように見える細菌群。(b)角質内部に侵入かつ増殖し
ている細菌群。

図3　角質ザイモグラフィの一所見
角質分解活性は青いバックグラウンドに透明化したバンドと
して確認できる。一つの柱が一つの細菌種に相当し、No.1-5の
それぞれは本文の1-5の細菌種に相当している。No.2の
Brevibacterium luteolumが透明バンドの本数が4本と最も多
かった。

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。

図4　蹄角質培地透明化試験の一所見
写真で ②と書かれた細菌コロニーは本文中の2. Brevibacterium 
luteolumで、最も強い角質透明化を示した。

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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症例
　検索対象は競走馬（サラブレッド、雄、６歳）で両
前蹄壁に装蹄困難な重度な蟻洞を理由に約2年も
の長期にわたり放牧に出されていました。休養期
間中、病変部の洗浄、ヨード剤を中心とした消毒、
特殊蹄鉄による矯正装蹄などの処置を続けたもの
の治癒遅く、再発を繰り返していました。我々が検
索した時点では、左前蹄の蟻洞は蹄尖壁蹄負面の
白帯域から５cm近位上方へ伸び、細く枝分かれし
た湿潤性かつ進行性の白線裂型蟻洞[16, 20] でし
た（図1）。

採材方法
　今回、左前蹄の湿潤性の進行性病変を検索しま
した。蟻洞病変の上端、空洞形成が進行中の領域を
ループナイフ（今井製作所、名古屋、日本）を用いて
１mm～2mm角の立方状から約3mm長の短冊状
に複数個採取した後、滅菌水で洗浄後、病変１個を
それぞれ２つに割断して顕微鏡観察用試料および
微生物検索用試料としました。

病変の顕微鏡観察の方法
　顕微鏡観察用試料については、クライオトーム
（CM3050, Leica Microsystems K.K.）を用いて厚
さ10μmの薄切片を複数枚つくり染色しました。
薄切片数枚は、φ10mm円盤型ステンレス製網カ
ゴ（三紳工業株式会社　横浜）に入れてカゴごとヘ
マトキシリン・エオジン（HE）染色、グラム染色、そ

して真菌検出を目的に過ヨウ素酸シッフ（PAS）染
色の３種類を実施しました。染色後にスライドグ
ラス上にオイキット（ORSAtec GmbH, Bobingen, 
Germany）を用いて封入しました。なお、化学的固
定は標本作成のいかなる時点でも実施しませんで
した。

細菌の分離
　微生物検索用試料を滅菌水中ですり潰しながら
懸濁し、細菌が含まれている懸濁液を血液寒天培
地で培養しました。培地上に生えてきた細菌は質
感、色および形（扁平～ドーム状だったり、周辺が
滑らか～ギザギザだったり）の異なる様々なコロ
ニーを形成します。このコロニーは同じ細菌なら
同じ見た目になりますから、見た目の異なる全て
の細菌をもう一度、別々に分けて培養しますと、そ
こにいた全種類の細菌を分離することができま
す。個別の細菌をそれぞれ株と呼びますが、これら
細菌株は次の試験まで－80℃で冷凍保存しまし
た。

蹄角質培地の作製
　蹄角質培地透明化試験には、馬蹄角質パウダー
を含んで白濁した寒天培地を作成する必要があり
ます。そこで、今回の症例とは別の馬蹄壁をステン
レスミル凍結粉砕装置（TI-500DX/ET、株シー・エ
ム・ティ、福島）を用いて凍結粉砕後、血液成分や水
溶性の非ケラチンタンパクの除去を目的に、得ら
れた角質粉末200gをプロテアーゼ・インヒビ
ター・カクテル（Complete ultra tablets, Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany）添加
0.1％メルカプトエタノール・6Mグアニジン塩酸
水溶液1000mlに溶解し、透析膜（セルロース
チューブ；三光純薬、東京）に移した後、50倍容量
以上のMilliQ水で透析しました。得られたケラチ
ン含有凝集物を遠心（4℃、3000rpm、5分）して上
清を除去した後、この沈殿物を凍結乾燥
（Freezemobile FM8SL、Virtis、UK）して得られた角
質パウダーを要時までで冷凍保存（－30℃）しま
した。この角質パウダー2.5ｇを乳鉢と乳棒にて丁
寧にすりつぶし、これを100％エタノールに30分
漬け込むことで消毒しました。遠心（1000回転、5

分、2回）によりエタノール上清を除去した後、滅
菌MilliQ水30mlを混入して滅菌角質粉末懸濁液と
しました。これとは別に、最終濃度0.25％のアンホ
テリシンB（ファンギゾン、ライフテクノロジーズ
ジャパン、東京）を添加したオートクレーブ
（121℃、15分）処理したNutrient Agar水溶液
（Becton Dickinson　12.65ｇ/500ml）を調整し、
50℃ウォーターバスおよびマグネット・スター
ラー攪拌下で前記の滅菌角質粉末懸濁液を最終濃
度0.5％となるように混入しました。混入後、直ち
にシャーレ（φ18cm）に分注して角質粉末による
白濁が均一になった培地を角質培地として選択し
ました。

ウマ角質含有40%アクリルアミドゲルの調製方法
　上記で調整した馬蹄角質パウダーから水溶性ウ
マ角質結晶を調整しました。すなわち、最終濃度
１％になるように馬蹄角質パウダーを0.01M水酸
化ナトリウム水溶液に懸濁し、オートクレーブ
（121℃、5分）処理しました。角質の溶けた水溶液
を冷却後、遠心して得た上清を採取、これを透析し
て得た透析沈殿物を凍結乾燥して水溶性ウマ角質
結晶を調整しました。この水溶性ウマ角質結晶中
に既報[25]にある馬ケラチン（分子量47‒71 kDa）
が大きく壊れない程度に残存しているかどうか
は、抗ケラチン抗体(AE1/ AE3, DAKO Japan Inc., 
Tokyo, Japan) を使ったウエスタンブロット法に
より確認しました。この水溶性ウマ角質結晶
10mgを40%アクリルアミド水溶液に混入してウ
マ角質含有40%アクリルアミドゲル（幅80×高
80×厚1mm）を作製し、電気泳動用ゲルとしまし
た。

蹄角質培地透明化試験（一次スクリーニング ）
　保存してあった細菌株を蹄角質培地上で再度培
養し、培養コロニー周囲で蹄角質培地を透明にし
た細菌株を選択しました。

角質ザイモグラフィ（二次スクリーニング）
　一次スクリーニングにて種々の程度に蹄角質培
地を透明にした細菌の全てを対象に、角質ザイモ
グラフィによる二次スクリーニングを実施しまし

た。すなわち、対象の細菌株を10％Heart Infusion 
Broth培養水様液（以下、HIB，ニッスイ、東京）で再
培養（1昼夜／室温）後、遠心（1000回転、10分）し
て上清を採取、細菌の産生物を含むこの上清に
SDSサンプル・バッファー（New England BioLabs 
Japan, Tokyo, Japan）を添加し、酵素活性を維持す
るため未煮沸のまま馬角質タンパク加40%アクリ
ルアミドゲルにて電気泳動しました。分子サイズ
マーカーはProtein Ladder (10-250 kDa)（NEB, 
P7703S）を用い、泳動バッファーはTris-Glycine 
Buffer（Tris 30g／Glycine 144g／SDS 5g／5L 
Milli Q水）としました。泳動後のゲルは直ちに、
2.5％Triton-X100（100-200ml）、ついでMMP 
バッファー（5mM CaCl2／1μM ZnCl2／200mM 
NaCl／50mM Tris-HCl;pH 7.6）で洗浄後、MMP
バッファー内にて一昼夜（室温）で反応させた。反
応後のアクリルアミドゲルは0.1% CBB 250R／
25%イソプロピルアルコールで染色後、角質分解
酵素活性を示す透明バンドが明瞭に出現するまで
イソプロ-酢酸で脱色しました。

細菌種の同定法
　蹄角質培地透明化試験で培地の白濁を透明化し
た上に角質ザイモグラフィで角質分解酵素の活性
を確認できた細菌株だけを角質分解細菌と判定し
ました。これらの角質分解細菌のシングルコロ
ニーからInstaGene 20ml （Bio-Rad、東京、日本）を
用いて細菌のtotal DNAを抽出。次いで、判定され
た角質分解細菌種を同定するためにDNAの一部で
ある16S rRNA遺伝子の塩基配列を分子生物学的
手法[10] で読み解きました。細菌の16S rRNA遺伝
子の全長を増幅するユニバーサルプライマーセッ
トには、forward 27f: AGA GTT TGA TCC TGG CTC 
AGおよびreveres 1492r: AAA GGA GGT GAT CCA 
GCCを用いて、SapphireAmp Fast PCR Master Mix 
(Takara, 滋賀、日本)によりPolimerase chain 
reaction（PCR）を実施しました。増幅したPCR 
productsをQIA quick PCR Purification kit (Qiagen, 
東京、日本)により精製後、増幅物の分子サイズと
増幅量をアガロースゲル電気泳動で確認後、r1L, 
r2L, r3L, r4L, f1L, f2L, 926f, f3L ［30, 31］のプラ
イマーセット（forward/reveres）を用いて増幅

産物のシークエンスを解析しました。シーク
エンス解析は、グライナー・ジャパン（東京都
港 区 赤 坂 2 - 1 7 - 4 4  0 3 - 3 5 0 5 - 8 8 7 5 　
http://www.greiner.bio-one.co.jp）に依頼しまし
た。解析された結果は、BL A S T  s o f t w a r e  
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) [3]を用いてネッ
ト上に登録されている細菌種（タイプ・ストレイ
ン）と比較し、遺伝子相同性が99％以上の場合は
その菌種と同定しました。いっぽう、ある細菌種の
タイプ・ストレインと97％以上99％未満の遺伝子
相同性が認められた場合は、属レベルでその細菌
種と近縁と判定しました。97%未満でしかタイプ・
ストレインと相同性がない場合は、その細菌種に
近いあるいは新種と判定しました。これは、
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
の判定基準に従ったものです。

結果
　顕微鏡による病変の観察では、すべての病変に
おいて蟻洞辺縁に付着する細菌（図2a）が、また一
部では角質内部まで侵入かつ増殖している細菌が
認められました（図2b）。これらのほとんどはグラ
ム陽性細菌でした。なお、PAS染色では真菌の存在
は認められませんでした。

　今回の二重選別法で角質分解性細菌と判定され
た５株を分離できました。これらの16Sリボゾー
ムRNA遺伝子配列を解析し、BLASTデータベース
による菌種同定を実施した結果、細菌５株はそれ
ぞれ、
1. Dermabacter hominis (accession no.: X91034) 
[23] と近縁種あるいは新種、
2. Brev ibacter ium lu teo lum (ACCESSION;  
AJ488509) [26] 、

3.  Corynebacter ium f reney i  (ACCESSION;  
AJ292762) [22] 、
4. Agrococcus casei (ACCESSION; DQ168427) [3] 
と極めて近縁種（属レベルで同種）、
5. Corynebacterium hansenii  (ACCESSION; 
AM946639) [28] 
と同定されました（表1）。

　上記各菌種が産生した角質分解酵素の数は、１. 
Dermabacter hominis近縁種で２つ（18kDaおよび
39kDa）、2. Brevibacter ium luteolumで４つ
（13kDa ,  40kDa ,  56kDaおよび68kDa）、3.  
Corynebacterium freneyiで１つ（36kDa）、4. 
Agrococcus casei近縁種で３つ（35kD,a約70kDaお
よび約80kDa）、5. Corynebacterium hansenii で１
つ（66kDa）でした（図3）。

　なお、黄色調の表面滑沢なコロニーを形成した
Brevibacterium luteolumは、他の4菌種に比べて蹄
角質培地透明化試験でより強い透明度を示し（図
4）、角質ザイモグラフィで最も多いバンド数を示
しました。

考察
　 蟻洞を含め蹄鞘（匣）の崩壊について考えられ
る仮説的要因としては、1)解剖学的な構造欠陥に
由来する蹄壁の脆弱化[2, 18] 、2)水や尿による角
質の軟化[6‒9, 19] 、3)定期的装蹄の欠落による初
期損傷部の放置[2]、そして、4)微生物による角質
分解があるだろうと報告されています[1, 2, 4, 5, 
12, 13, 15‒17, 19] 。本症例は、全ての肢蹄が正常
な蹄形を有し、清潔な馬房で飼育かつ定期的に装
蹄されており、また、病変から5つの角質分解可能
な細菌種が分離されたことから、上記の４）に当た
る微生物による角質分解が難治性蟻洞の原因ない
しは増悪要因であったと判定されました。5種の
菌株はそれぞれ異なる角質分解酵素を一つあるい
は複数産生していましたが、これらの異なる角質
分解酵素群の存在は、酵素が単一で存在するより
も効率的に角質構成タンパク質を分解する要因に
なったと予想されます。異なる角質分解酵素が共
同的に働くことで比較的速やかに蟻洞が形成され
たと考えられました。中でもBrev ibacter ium 
luteolumは蹄角質培地の透明化度が最も強く、産
生する酵素数も5株の中で最も多かったことか
ら、本菌種が角質崩壊の中心的な役割を担い、他の
４菌種が補足的に働いた可能性がありました。B. 

luteolumについては、慢性蹄葉炎の再生葉状層か
ら分離される主要な細菌との報告もありますので
[21]、馬蹄にはとりわけ親和性があると考えられ
ます。また、Brevibacterium属の仲間は、ヒトでも日
和見感染因子であることが報告されていますので
[27, 28]、馬に病原性を持つものがいてもおかしく
ありません。いっぽう、細菌の感染ルートについて
は調査できませんでした。ですが、最も考えられる
感染源は土壌です。土壌には様々な細菌が生息し
ており、それぞれ異なる分解酵素活性を複合的に
作用させることで生物の死体や他の土壌有機物を
効率的に栄養素としてリサイクルしていることが
知られていいます[14]。土壌から角質分解性の細
菌が蹄に蟻洞を起こす可能性は十分に考えられる
ことです。もう一つの考えられる感染源は、馬表皮
組織に元々存在していた細菌です。これについて
は今回分離された細菌の常在性が証明されなけれ
ば解明できない問題で、今後の検証が必要です。
　今回、細菌学的な分離技術を応用した蹄角質培
地透明化試験および生化学的手法である角質ザイ
モグラフィによる二重選別法で、馬蹄の蟻洞形成
に深く関与したであろう角質分解性細菌５種を比
較的簡便に分離できました。さらに、病原微生物学
的な遺伝子検索技術を加えることで、これらの細
菌を同定することができました。その結果、慢性蹄
葉炎で葉状層から分離されることが報告されてい
るBrevibacterium luteolumを中心に、その他４菌種
が蟻洞形成に関わったと考えられました。これま
で、蟻洞と因果関係の深い細菌種を特定できたと
いう報告は私たちの知る限りありませんので、本
報告は貴重な検索結果だと考えております。今後
は、蟻洞症例の検索数を増やして、角質分解性細菌
と蟻洞形成との因果関係をさらに検証していく必
要があると考えています。
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はじめに
　“蟻洞”は、馬蹄において蹄壁中層と葉状層の間、
負面では蹄壁中層と白帯の間に形成される空洞病
変です [16, 20] 。通常、蟻洞病変を検索すると何
らかの細菌あるいは真菌が分離されますが、この
事実だけで単純に【蟻洞＝感染病変】とはなりませ
ん。蹄負面に開いている蟻洞は、接する土や馬房床
面あるいはそれらの上にある敷料や糞尿などから
微生物を含んだ“汚染”を受けるからです。汚染と
感染を識別するには、顕微鏡で観察可能な組織標
本をつくってその微生物が角質内部に侵入してい
る事実を目視で確認します。柔らかい皮膚でも硬
い蹄でも、角質内部に入り込むのは微生物にとっ
て容易なことではありません。よって、顕微鏡で角
質内部に微生物の侵入が観察できた場合は、その
微生物は馬の角質に取り付くことができたうえ
に、何らかの角質分解酵素を作り出して角質を溶
かして中に入ったと言えます[1, 12] 。角質分解酵
素を使って中に入るのですから、その微生物が持
続的に活動すれば角質分解は顕微鏡レベルに止ま
らず、肉眼で見てもわかるほど大きくなるだろう
ことは容易に想像できます。このように、微生物が
蟻洞をつくるには、1.馬の角質に親和性をもつ、２.
角質分解酵素を産生できる、３.持続的に活動（感
染）する、といったいくつかの条件が整う必要があ
ります。
　さて、顕微鏡レベルで病変に真菌を観察できた

場合は、その菌糸は角質内部に侵入しているケー
スが圧倒的に多く、上の条件が整ったことが解り
ます[1, 15, 17] 。ところが細菌の場合、必ずしも角
質内部に入っているようには見えません。むしろ、
細菌は空隙に面した角質病変の辺縁に固着してい
るだけに見えるケースが多く、上の条件が整った
ことを推察できません。すなわち、顕微鏡で蟻洞辺
縁に細菌が見えるけれども、何かの汚染物に紛れ
て蟻洞内に入り込んだ可能性を排除できません。
さらに汚染とともに複数の細菌がそこに存在する
ため、単純な培養だけでは雑多な細菌のどれが角
質を分解した犯人かを特定できません。そこで、競
走馬総合研究所と東京農工大学硬蛋白利用研究施
設は共同で、蟻洞から角質を分解できる細菌だけ
を取り出す方法を考えました。蟻洞をつくる細菌
は角質分解酵素を産生しますので、これを単独で
取り出す方法として、まず一次的選別（一次スク
リーニング）である蹄角質培地透明化試験を、次い
で二次的選別（二次スクリーニング）である角質ザ
イモグラフィを行うというものです。今回、この二
重選別方を用いて、なかなか治らない、治ってもす
ぐに再発してしまう競走馬（１症例）の蟻洞病変を
検索したところ、５種の角質分解可能な細菌を単
独で分離することに成功しましたので報告しま
す。

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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要約

　偏性嫌気性菌による胸膜炎はウマにとって致死的な細菌性感染症である。本研究では、それらに対す
る効果的な抗菌薬治療を検討するため、ウマの胸膜炎や肺炎から分離された偏性嫌気性菌が感受性を
示すメトロニダゾールとイミペネムのウマ胸水への移行性を調査した。4頭のウマに対して15mg/kgの
メトロニダゾール経口投与もしくは10mg/kgのイミペネム静脈内投与を実施した。各薬物の投与後に
は規定したタイムポイントにおける静脈血の採血と投与1、3、8時間後には胸水の採取を行い、それぞれ
の血漿中および胸水中薬物濃度を測定した。メトロニダゾールとイミペネムの胸水中最高濃度はそれ
ぞれ12.7 ± 3.3µg/mLと12.1 ± 0.9µg/mLであった。メトロニダゾールとイミペネム共に、採取した胸
水中の薬物濃度は、同時間の血漿中濃度とほぼ同等であった。Pharmacokinetics/Pharmacodynamics解
析から、15mg/kgのメトロニダゾール1日3回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈内投与がウ
マの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対して効果が期待できることが示された。
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サラブレッドにおけるメトロニダゾール
およびイミペネムの胸水移行性について
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表1　予備実験 安楽死したウマから採取した血漿
　　  および胸水のUN（尿素窒素）濃度

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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図1　血漿中および胸水中メトロニダゾール濃度

表2　胸水中メトロニダゾール濃度

表3　胸水中イミペネム濃度

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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図3　15mg/kg メトロニダゾール1 日3 回投与にお
　　  ける胸水中濃度推移シミュレーション

図2　血漿中および胸水中イミペネム濃度

斜線部分：投与シミュレーションによって胸水中濃度が安定し
てプラトーに達した投与64 から88 時間後を示し、この時間の
AUC（時間曲線化面積）は346 ± 79 μg hr/mLであった。
点線：競走馬から分離されたBacteroides 属菌のMIC90 :4μg/mL

図4　10mg/kg イミペネム1 日2 回投与における胸
　　  水中濃度推移シミュレーション
点線：競走馬から分離されたBacteroides 属菌のMIC90 :0.5μ
g/mL

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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研究ノート

木下優太1)・丹羽秀和1)・樋口　徹2)・片山芳也1)

　Rhodococcus equiは、細胞内寄生性のグラム陽
性通性嫌気性桿菌であり、肺膿瘍を特徴とする重
篤な肺炎を子馬に引き起こす病原細菌である [4, 
7]。R. equiの病原性は、85～90kbpの病原性プラス
ミドに起因し、毒力関連蛋白質A (VapA) をコード
する遺伝子がこのプラスミド上に存在する。VapA
は、子馬への病原性において必須の蛋白質であり、
vapA遺伝子を欠くR. equiは病原性が低い [5]。呼吸
器症状を呈する子馬におけるR. equi肺炎の確定診
断は、気管洗浄液 (TW) もしくは気管吸引液を用
いた細菌分離あるいはPCR法によるDNA検出に加
え、細胞診における感染性所見の確認により下さ
れる [7, 20]。PCR法の原理に基づきvapA遺伝子を

検出する検査法が数種類報告されている [1, 8, 
19, 22]が、サーマルサイクラーなどの特殊で高価
な装置が必要となるため、十分な設備のない検査
施設においてこれらのPCR法を実施することは難
しい。
　LAMP法 ( L o op -med i a t e d  i s o t h e rma l  
amplification法) は、2000年に開発された遺伝子
増幅法であり、反応速度が速く、特異性および感度
に優れている [18]。LAMP法は、ウォーターバスな
どの簡易な装置を用い、調整した試薬を一定の温
度に保つことで反応させることが可能である。そ
の簡便性から、近年では様々な病原体に対する迅
速検出法として臨床応用されている [11, 12, 17]。

本研究では、PCR法に比較してより簡便で迅速にR. 
equi肺炎を診断することを目的として、vapA遺伝
子を標的とするR. equi特異的LAMP法を開発した。
　LAMP法のプライマーは、PrimerExplorer V4 
(富士通) を用いて、既報のvapA遺伝子を標的とし
て作製した (表1 )。使用したva pA遺伝子の
Accession numberは、JN990991、AP001204およ
びNC002576である。LAMP法の反応液は、市販の
キット (Loopamp DNA amplification kit、栄研化
学) を用いて仕様書どおりに調整した。LAMP法の
条件は、65℃にて60分間とし、リアルタイム濁度
測定装置にて濁度を計測した。また、既報のnested 
PCR (nPCR) [22] およびリアルタイムPCR (qPCR) 
[19] を検出感度の比較のために用いた。nPCRには
EmeraldAmp PCR master mix (Takara Bio Inc.) 
を、qPCRにはEagleTaq master mix (Roche) を使用
し、他の条件は既報のとおり実施した [19, 22]。上
述したLAMP法、nPCRおよびqPCRに用いたDNA量
はそれぞれ2µl、5µlおよび1µlである。R. equi ATCC 
33701株および蒸留水を陽性コントロールおよび
陰性コントロールとした。
　菌種特異性の確認のために106株の細菌を使用
した (表 2)。そのうちの53株は、vapA遺伝子を保
有するR. equiであり、ATCC 33701株と日本で
1984年～2010年に臨床症状を呈する子馬から分
離された52株の臨床分離株からなる。20株のvapA
遺伝子を保有しないR. equiは、ATCC 33702、
ATCC 33703、ATCC 33704、ATCC 33705、ATCC 
33706、ATCC 33707、2株のウマ臨床株および12
株のブタ分離株である。他の33株は11菌種から成
り、全て臨床症状を呈する馬から分離された菌株
である。各菌株のDNA抽出は、InstaGene matrix 
(Bio-Rad Laboratories) を用いて使用説明書に従

い実施した。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の検出感度の検
討のため、R. equi ATCC 33701の10倍階段希釈液
を用意し、各希釈段階におけるCFU (co lony  
forming unit) を測定した後、希釈液のDNA抽出を
実施した。上述したように、3つの遺伝子診断法に
用いたテンプレート量が異なるため、各診断法に
使用するDAN量を等しくすることを目的として、
qPCR法に用いる1µlを基準に、LAMP法ではDNAを
2µlに、nPCR法では5µlに希釈して試験を行った。
検出感度の検討は各検査法につき3回ずつ実施
し、少なくとも２回の陽性反応を得た最小希釈濃
度を当該検査法の検出感度 (CFU/ml) とした。
　作製したLAMP法は、vapA遺伝子を保有する53
株のR. equi全てで陽性反応を得た。その一方、vapA
を保有しないR. equiあるいは他の菌種では、全検
体が陰性であり、LAMP法の反応時間を120分まで
延長しても、偽陽性が得られないことを確認した。
また、LAMP法の検出感度は、104 CFU/ml (10 
CFU/反応 相当) であり、nPCR法およびqPCR法で
は、それぞれ104 CFU/ml (10 CFU/反応) および
103 CFU/ml (1 CFU/反応) であった (図1)。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の臨床検体にお
ける有用性を比較するため、下部呼吸器疾患を呈

するサラブレッド子馬から採材した86検体のTW
を使用した。TWの採材は、日高地区において2014
年2月から6月にかけて既報の方法で実施した 
[21]。R. equi分離のため、100µlのTWをNANAT培
地に接種し、30℃で48時間培養した [24]。また、
DNA抽出のため、各TWを100℃で10分間煮沸し、
12,000×gにて3分間遠心処理したのち、各遺伝子
検査に用いた。さらに、R. equiの検査法における
ゴールドスタンダードである細菌培養法と比較し
た際の各遺伝子検査法の感度、特異度、陽性的中率
および陰性的中率を算出した [2, 9, 16]。細菌培養
法と各遺伝子検査法の一致度については、エクセ
ル統計 version 7.0 (Esumi) を使用してカッパ係
数を計算した。カッパ係数の解釈は、既報に従い、
わずかな一致 (0.01～0.2)、まずまずの一致 (0.21
～0.40)、中程度の一致 (0.41～0.60)、かなりの一
致 (0.61～0.80)、ほぼ完全一致 (0.81～1.0) とし
た [14]。
　本研究で用いた86の臨床検体のうち、70検体か
らR. equiが分離され、16検体からは分離されな
かった。3つの遺伝子検査法の有用性 (感度、特異
度、陽性的中率、陰性的中率およびカッパ係数) の
比較結果を表3に示す。特異度および陽性的中率

は各検査法において全く同じかほぼ一致していた
が、nPCR法の感度 (81.4%) および陰性的中率 
(53.6%) は、LAMP法 (それぞれ91.4%および
71.4％) およびqPCR法 (97.1%および88.2%) より
も低かった。また、細菌培養法を基準とするカッパ
係数は、nPCR法 (0.583) が中程度の一致であった
一方で、LAMP法 (0.760) はかなりの一致、qPCR法 
(0.888) はほぼ完全に一致であった。
　子馬の呼吸器疾患では、β溶血性連鎖球菌 
[13]、Pneumocystis carinii [6, 23]、馬鼻肺炎ウイル
ス [3, 15]およびR. equi [4, 7]など様々な病原体が
関与する可能性がある。病原体ごとに治療法は大
きく異なることから、臨床現場では、たとえ十分な
設備のない検査施設であったとしても、正確かつ
迅速に原因病原体を特定できる状況にあることは
非常に重要である。本研究で我々は、子馬に重篤な
肺炎を起こすR. equi強毒株を特異的に検出する
LAMP法を開発し、既報のPCR法同様に、臨床検体
においても検出可能であることを示した。
　R. equiが分離できなかった16検体のうちの1検
体は、全ての遺伝子検査法で陽性となった。この原
因は明らかではないが、抗菌薬投与が細菌培養の
結果に影響した可能性がある。R. equiが分離され
た他の臨床検体については、LAMP法はnPCR法に
比較してより効率的にvapA遺伝子を検出するこ
とができ、カッパ係数においても細菌培養法との
相関がnPCR法よりも強いことを示していた。
　LAMP法は、簡易な抽出法で得たDNAを使用し
た場合において、PCR法などの遺伝子検査よりも
夾雑物に強いことが報告されている [10]。TW中
の過剰な粘液は、DNA抽出に影響を与える可能性
があるが、本研究で採用した簡易なDNA抽出法 
(煮沸法) は、LAMP法およびqPCR法のカッパ係数
が高かったことから十分有用であることが示され
た。本研究では、LAMP法に用いるDNAは、煮沸法

による抽出DNAで十分に有用であることを示して
いるが、Streptococcus zooepidemicusを標的とする
LAMP法に用いるDNA抽出においては、市販の
DNA抽出キット (Loopamp PURE DNA extraction 
kit、栄研化学) を使用することで、偽陰性を煮沸法
よりも低減できることが報告されている [11]。
従って、糞便や膿瘍など、検体の種類によっては、
市販のDNA抽出キットが簡易的なDNA抽出法より
も効果的である可能性がある。
　R. equiの3つの遺伝子検査法のうち、qPCR法が、
検出限界および臨床検体を用いた際の感度におい
て最も優れていたが、qPCR法を実施するためには
高価な装置が必要となる。一方、LAMP法は特殊な
装置を必要とせず、蛍光目視薬を使用することで
判定結果を視覚的に得ることが可能になる。また、
LAMP法の反応時間 (60分) は各PCR法 (数時間) 
よりも短いという長所も存在する。そのため、我々
は、十分な設備のない検査施設において臨床検体
からR. equi強毒株を検出する手法としてLAMP法
は導入しやすい検査法であると考える。本研究で
開発したLAMP法を用いることで、臨床獣医師は
より早くR. equi肺炎を診断することが可能とな
り、感染初期から適切な抗菌薬を選択可能となる
ことが期待される。
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要約

　Rhodococcus equiは、子馬における細菌性肺炎の原因菌として最も重要な病原細菌である。我々は、本
研究にて病原性R. equiのvapA遺伝子を標的とするLoop-mediated isothermal amplification (LAMP) 法
を開発した。開発したLAMP法の検出限界は、104 CFU/ml (10 CFU/反応) であった。本LAMP法と既報の
nested PCR法およびリアルタイムPCR法について臨床検体における有用性を比較するため、R. equiの検
出におけるゴールドスタンダードである細菌培養法と各検査法におけるカッパ係数を算出した。その
結果、LAMP法のカッパ指数は0.760 (かなりの一致) であり、nested PCRおよびリアルタイムPCRは、そ
れぞれ0.583 (中等度の一致) および 0.888 (ほぼ完全に一致) であった。LAMP法の臨床検体における有
用性は、リアルタイムPCRに劣るものの、LAMP法は遺伝子増幅に際してサーマルサイクラーなどの特
殊な装置を必要としないために十分な設備のない検査施設においても容易に実施が可能である。その
ため、本LAMP法を使用することで、臨床獣医師は、より早くR. equi肺炎を診断することができ、初期段
階から適切な抗菌薬を選択することが可能となる。
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本研究ノートは、J Vet Diagn Invest 28（5） : 608-611, 2016に掲載された論文を一部改編し、和訳したものである。
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表1　Rhodococcus equi 強毒株のvapA 遺伝子を検出するLAMP法プライマー

表2　本研究で使用した細菌株

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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　Rhodococcus equiは、細胞内寄生性のグラム陽
性通性嫌気性桿菌であり、肺膿瘍を特徴とする重
篤な肺炎を子馬に引き起こす病原細菌である [4, 
7]。R. equiの病原性は、85～90kbpの病原性プラス
ミドに起因し、毒力関連蛋白質A (VapA) をコード
する遺伝子がこのプラスミド上に存在する。VapA
は、子馬への病原性において必須の蛋白質であり、
vapA遺伝子を欠くR. equiは病原性が低い [5]。呼吸
器症状を呈する子馬におけるR. equi肺炎の確定診
断は、気管洗浄液 (TW) もしくは気管吸引液を用
いた細菌分離あるいはPCR法によるDNA検出に加
え、細胞診における感染性所見の確認により下さ
れる [7, 20]。PCR法の原理に基づきvapA遺伝子を

検出する検査法が数種類報告されている [1, 8, 
19, 22]が、サーマルサイクラーなどの特殊で高価
な装置が必要となるため、十分な設備のない検査
施設においてこれらのPCR法を実施することは難
しい。
　LAMP法 ( L o op -med i a t e d  i s o t h e rma l  
amplification法) は、2000年に開発された遺伝子
増幅法であり、反応速度が速く、特異性および感度
に優れている [18]。LAMP法は、ウォーターバスな
どの簡易な装置を用い、調整した試薬を一定の温
度に保つことで反応させることが可能である。そ
の簡便性から、近年では様々な病原体に対する迅
速検出法として臨床応用されている [11, 12, 17]。

本研究では、PCR法に比較してより簡便で迅速にR. 
equi肺炎を診断することを目的として、vapA遺伝
子を標的とするR. equi特異的LAMP法を開発した。
　LAMP法のプライマーは、PrimerExplorer V4 
(富士通) を用いて、既報のvapA遺伝子を標的とし
て作製した (表1 )。使用したva pA遺伝子の
Accession numberは、JN990991、AP001204およ
びNC002576である。LAMP法の反応液は、市販の
キット (Loopamp DNA amplification kit、栄研化
学) を用いて仕様書どおりに調整した。LAMP法の
条件は、65℃にて60分間とし、リアルタイム濁度
測定装置にて濁度を計測した。また、既報のnested 
PCR (nPCR) [22] およびリアルタイムPCR (qPCR) 
[19] を検出感度の比較のために用いた。nPCRには
EmeraldAmp PCR master mix (Takara Bio Inc.) 
を、qPCRにはEagleTaq master mix (Roche) を使用
し、他の条件は既報のとおり実施した [19, 22]。上
述したLAMP法、nPCRおよびqPCRに用いたDNA量
はそれぞれ2µl、5µlおよび1µlである。R. equi ATCC 
33701株および蒸留水を陽性コントロールおよび
陰性コントロールとした。
　菌種特異性の確認のために106株の細菌を使用
した (表 2)。そのうちの53株は、vapA遺伝子を保
有するR. equiであり、ATCC 33701株と日本で
1984年～2010年に臨床症状を呈する子馬から分
離された52株の臨床分離株からなる。20株のvapA
遺伝子を保有しないR. equiは、ATCC 33702、
ATCC 33703、ATCC 33704、ATCC 33705、ATCC 
33706、ATCC 33707、2株のウマ臨床株および12
株のブタ分離株である。他の33株は11菌種から成
り、全て臨床症状を呈する馬から分離された菌株
である。各菌株のDNA抽出は、InstaGene matrix 
(Bio-Rad Laboratories) を用いて使用説明書に従

い実施した。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の検出感度の検
討のため、R. equi ATCC 33701の10倍階段希釈液
を用意し、各希釈段階におけるCFU (co lony  
forming unit) を測定した後、希釈液のDNA抽出を
実施した。上述したように、3つの遺伝子診断法に
用いたテンプレート量が異なるため、各診断法に
使用するDAN量を等しくすることを目的として、
qPCR法に用いる1µlを基準に、LAMP法ではDNAを
2µlに、nPCR法では5µlに希釈して試験を行った。
検出感度の検討は各検査法につき3回ずつ実施
し、少なくとも２回の陽性反応を得た最小希釈濃
度を当該検査法の検出感度 (CFU/ml) とした。
　作製したLAMP法は、vapA遺伝子を保有する53
株のR. equi全てで陽性反応を得た。その一方、vapA
を保有しないR. equiあるいは他の菌種では、全検
体が陰性であり、LAMP法の反応時間を120分まで
延長しても、偽陽性が得られないことを確認した。
また、LAMP法の検出感度は、104 CFU/ml (10 
CFU/反応 相当) であり、nPCR法およびqPCR法で
は、それぞれ104 CFU/ml (10 CFU/反応) および
103 CFU/ml (1 CFU/反応) であった (図1)。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の臨床検体にお
ける有用性を比較するため、下部呼吸器疾患を呈

するサラブレッド子馬から採材した86検体のTW
を使用した。TWの採材は、日高地区において2014
年2月から6月にかけて既報の方法で実施した 
[21]。R. equi分離のため、100µlのTWをNANAT培
地に接種し、30℃で48時間培養した [24]。また、
DNA抽出のため、各TWを100℃で10分間煮沸し、
12,000×gにて3分間遠心処理したのち、各遺伝子
検査に用いた。さらに、R. equiの検査法における
ゴールドスタンダードである細菌培養法と比較し
た際の各遺伝子検査法の感度、特異度、陽性的中率
および陰性的中率を算出した [2, 9, 16]。細菌培養
法と各遺伝子検査法の一致度については、エクセ
ル統計 version 7.0 (Esumi) を使用してカッパ係
数を計算した。カッパ係数の解釈は、既報に従い、
わずかな一致 (0.01～0.2)、まずまずの一致 (0.21
～0.40)、中程度の一致 (0.41～0.60)、かなりの一
致 (0.61～0.80)、ほぼ完全一致 (0.81～1.0) とし
た [14]。
　本研究で用いた86の臨床検体のうち、70検体か
らR. equiが分離され、16検体からは分離されな
かった。3つの遺伝子検査法の有用性 (感度、特異
度、陽性的中率、陰性的中率およびカッパ係数) の
比較結果を表3に示す。特異度および陽性的中率

は各検査法において全く同じかほぼ一致していた
が、nPCR法の感度 (81.4%) および陰性的中率 
(53.6%) は、LAMP法 (それぞれ91.4%および
71.4％) およびqPCR法 (97.1%および88.2%) より
も低かった。また、細菌培養法を基準とするカッパ
係数は、nPCR法 (0.583) が中程度の一致であった
一方で、LAMP法 (0.760) はかなりの一致、qPCR法 
(0.888) はほぼ完全に一致であった。
　子馬の呼吸器疾患では、β溶血性連鎖球菌 
[13]、Pneumocystis carinii [6, 23]、馬鼻肺炎ウイル
ス [3, 15]およびR. equi [4, 7]など様々な病原体が
関与する可能性がある。病原体ごとに治療法は大
きく異なることから、臨床現場では、たとえ十分な
設備のない検査施設であったとしても、正確かつ
迅速に原因病原体を特定できる状況にあることは
非常に重要である。本研究で我々は、子馬に重篤な
肺炎を起こすR. equi強毒株を特異的に検出する
LAMP法を開発し、既報のPCR法同様に、臨床検体
においても検出可能であることを示した。
　R. equiが分離できなかった16検体のうちの1検
体は、全ての遺伝子検査法で陽性となった。この原
因は明らかではないが、抗菌薬投与が細菌培養の
結果に影響した可能性がある。R. equiが分離され
た他の臨床検体については、LAMP法はnPCR法に
比較してより効率的にvapA遺伝子を検出するこ
とができ、カッパ係数においても細菌培養法との
相関がnPCR法よりも強いことを示していた。
　LAMP法は、簡易な抽出法で得たDNAを使用し
た場合において、PCR法などの遺伝子検査よりも
夾雑物に強いことが報告されている [10]。TW中
の過剰な粘液は、DNA抽出に影響を与える可能性
があるが、本研究で採用した簡易なDNA抽出法 
(煮沸法) は、LAMP法およびqPCR法のカッパ係数
が高かったことから十分有用であることが示され
た。本研究では、LAMP法に用いるDNAは、煮沸法

による抽出DNAで十分に有用であることを示して
いるが、Streptococcus zooepidemicusを標的とする
LAMP法に用いるDNA抽出においては、市販の
DNA抽出キット (Loopamp PURE DNA extraction 
kit、栄研化学) を使用することで、偽陰性を煮沸法
よりも低減できることが報告されている [11]。
従って、糞便や膿瘍など、検体の種類によっては、
市販のDNA抽出キットが簡易的なDNA抽出法より
も効果的である可能性がある。
　R. equiの3つの遺伝子検査法のうち、qPCR法が、
検出限界および臨床検体を用いた際の感度におい
て最も優れていたが、qPCR法を実施するためには
高価な装置が必要となる。一方、LAMP法は特殊な
装置を必要とせず、蛍光目視薬を使用することで
判定結果を視覚的に得ることが可能になる。また、
LAMP法の反応時間 (60分) は各PCR法 (数時間) 
よりも短いという長所も存在する。そのため、我々
は、十分な設備のない検査施設において臨床検体
からR. equi強毒株を検出する手法としてLAMP法
は導入しやすい検査法であると考える。本研究で
開発したLAMP法を用いることで、臨床獣医師は
より早くR. equi肺炎を診断することが可能とな
り、感染初期から適切な抗菌薬を選択可能となる
ことが期待される。

参考文献
  1．Arriaga, J. M., Cohen, N. D., Derr, J. N., Chaffin, 
M. K. and Martens, R. J. 2002. Detection of 
Rhodococcus equi by polymerase chain 
r e a c t i o n  u s i n g  s p e c i e s - s p e c i fi c  
nonproprietary primers. J Vet Diagn Invest 14: 
347-353.

  2．Banoo, S., Bell, D., Bossuyt, P., Herring, A., 
Mabey, D., Poole, F., Smith, P. G., Sriram, N., 
Wongsrichanalai, C., Linke, R., O'Brien, R. and 
Perkins, M. 2008. Evaluation of diagnostic 
tests  for  infect ious  d iseases :  genera l  
principles. Nat Rev Microbiol 6: S16-26.

  3．Blunden, A. S., Smith, K. C., Binns, M. M., 
Zhang, L., Gower, S. M. and Mumford, J. A. 
1995. Replication of equid herpesvirus 4 in 
endothelial cells and synovia of a field case of 

viral pneumonia and synovitis in a foal. J 
Comp Pathol 112: 133-140.

  4．Cohen, N. D. 2014. Rhodococcus equi foal 
pneumonia. Vet Clin North Am Equine Pract 
30: 609-622.

  5．Dawson, T. R., Horohov, D. W., Meijer, W. G. 
a n d  Mu s c a t e l l o ,  G .  2 0 10 .  C u r r e n t  
understanding of  the equine immune 
r e s p o n s e  t o  R h o d o c o c c u s  e q u i .  A n  
immunological review of R. equi pneumonia. 
Vet Immunol Immunopathol 135: 1-11.

  6．Ewing, P. J . ,  Cowell ,  R. L. ,  Tyler,  R. D. ,  
MacAllister, C. G. and Meinkoth, J. H. 1994. 
Pneumocystis carinii pneumonia in foals. J Am 
Vet Med Assoc 204: 929-933.

  7．Giguere, S., Cohen, N. D., Chaffin, M. K., Slovis, 
N. M., Hondalus, M. K., Hines, S. A. and 
Prescott, J. F. 2011. Diagnosis, treatment, 
control, and prevention of infections caused 
by Rhodococcus equi in foals. J Vet Intern Med 
25: 1209-1220.

  8．Halbert, N. D., Reitzel, R. A., Martens, R. J. and 
Cohen, N. D. 2005. Evaluation of a multiplex 
po lymerase  cha in  reac t ion  assay  for  
simultaneous detection of Rhodococcus equi 
and  the  vapA gene .  Am J  Ve t  Res  66 :  
1380-1385.

  9．Hines, MT. Rhodococcus equi. In: Sellon DC, 
Long MC, eds. Equine Infectious Diseases, 2nd 
ed.  Phi ladelphia ,  PA:  Saunders ,  2013: 
287-301.

10．Kaneko, H., Kawana, T., Fukushima, E. and 
S u z u t a n i ,  T .  2 0 0 7 .  T o l e r a n c e  o f  
loop-mediated isothermal amplification to a 
culture medium and biological substances. J 
Biochem Biophys Methods 70: 499-501.

11．Kinoshita, Y., Niwa, H. and Katayama, Y. 
2014. Development of a loop-mediated 
i so therma l  ampl ifica t ion  method  for  
de t ec t i ng  S t r ep to coc cu s  equ i  subsp .  
zooepidemicus and analysis of its use with 
three simple methods of extracting DNA from 

equine respiratory tract specimens. J Vet Med 
Sci 76: 1271-1275.

12．Kinoshita, Y., Niwa, H., Katayama, Y. and 
H a r i u ,  K .  2 0 1 5 .  D e v e l o p m e n t  o f  
loop-mediated isothermal amplification 
methods for detecting Taylorella equigenitalis 
and Taylorella asinigenitalis. J Equine Sci 26: 
25-29.

13．Lakritz ,  J . ,  Wilson, W. D. ,  Berry,  C.  R. , 
Schrenzel, M. D., Carlson, G. P. and Madigan, 
J. E. 1993. Bronchointerstitial pneumonia 
and respiratory distress in young horses: 
clinical, clinicopathologic, radiographic, and 
p a t h o l o g i c a l  fi n d i n g s  i n  2 3  c a s e s  
(1984-1989). J Vet Intern Med 7: 277-288.

14．Landis, J. R. and Koch, G. G. 1977. The 
measurement of observer agreement for 
categorical data. Biometrics 33: 159-174.

15．McCartan, C. G., Russell, M. M., Wood, J. L. 
and Mumford, J. A. 1995. Clinical, serological 
and virological characteristics of an outbreak 
of paresis and neonatal foal disease due to 
equine herpesvirus-1 on a stud farm. Vet Rec 
136: 7-12.

16．Mir, I. A., Kumar, B., Taku, A., Bhardwaj, R. K., 
Bha t ,  M .  A .  and  Badroo ,  G .  A .  2015 .  
Prevalence and Ant ibiogram study of  
Rhodococcus equi in equines of Jammu and 
Kashmir, India. J Equine Sci 26: 21-24.

17．Nemoto,  M. ,  Yamanaka,  T. ,  Bannai ,  H. , 
Tsujimura, K., Kondo, T. and Matsumura, T. 
2012. Development of a reverse transcription 
loop-mediated isothermal amplification assay 
for H7N7 equine influenza virus. J Vet Med 
Sci 74: 929-931.

18．Notomi, T., Okayama, H., Masubuchi, H., 

Yonekawa, T., Watanabe, K., Amino, N. and 
Hase, T. 2000. Loop-mediated isothermal 
amplification of DNA. Nucleic Acids Res 28: 
E63.

19．Pusterla, N., Wilson, W. D., Mapes, S. and 
Leutenegger ,  C .  M.  2007.  D iagnost ic  
evaluation of real-time PCR in the detection 
o f  R h o d o c o c c u s  e q u i  i n  f a e c e s  a n d  
nasopharyngeal swabs from foals with 
pneumonia. Vet Rec 161: 272-275.

20．Sellon, D. C., Besser, T. E., Vivrette, S. L. and 
McConnico, R. S. 2001. Comparison of 
nucleic acid amplification, serology, and 
microbiologic culture for diagnosis of 
Rhodococcus equi pneumonia in foals. J Clin 
Microbiol 39: 1289-1293.

21．Sonmez, K., Gurel, A. and Takai, S. 2011. 
Immuno c y t o c h em i c a l  d e t e c t i o n  o f  
Rhodococcus equi in tracheal washes of foals. 
J Comp Pathol 145: 6-11.

22．Takai, S., Vigo, G., Ikushima, H., Higuchi, T., 
Hagiwara, S. ,  Hashikura, S. ,  Sasaki ,  Y. ,  
Tsubaki, S., Anzai, T. and Kamada, M. 1998. 
Detection of virulent Rhodococcus equi in 
tracheal aspirate samples by polymerase 
chain reaction for rapid diagnosis of R. equi 
pneumonia in foals. Vet Microbiol 61: 59-69.

23．Tanaka, S., Kaji, Y., Taniyama, H., Matsukawa, 
K . ,  Och i a i ,  K .  and  I t aku ra ,  C .  1994 .  
Pneumocys t i s  car in i i  pneumonia  in  a  
thoroughbred  foa l .  J  Ve t  Med  Sc i  56 :  
135-137.

24．Woolcock, J. B., Farmer, A. M. and Mutimer, 
M .  D .  1 979 .  S e l e c t i v e  m e d i um  f o r  
Corynebacter ium equi  isolat ion.  J  C l in  
Microbiol 9: 640-642.



（288） 馬の科学　Vol.54（4）2017

図1　LAMP法の検出感度 (CFU/ml)

表3　臨床検体における遺伝子検査法の比較

LAMP反応は、リアルタイム濁度測定装置で検出し、0.1以上の
濁度を陽性とした。
NC, 陰性コントロール

はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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　Rhodococcus equiは、細胞内寄生性のグラム陽
性通性嫌気性桿菌であり、肺膿瘍を特徴とする重
篤な肺炎を子馬に引き起こす病原細菌である [4, 
7]。R. equiの病原性は、85～90kbpの病原性プラス
ミドに起因し、毒力関連蛋白質A (VapA) をコード
する遺伝子がこのプラスミド上に存在する。VapA
は、子馬への病原性において必須の蛋白質であり、
vapA遺伝子を欠くR. equiは病原性が低い [5]。呼吸
器症状を呈する子馬におけるR. equi肺炎の確定診
断は、気管洗浄液 (TW) もしくは気管吸引液を用
いた細菌分離あるいはPCR法によるDNA検出に加
え、細胞診における感染性所見の確認により下さ
れる [7, 20]。PCR法の原理に基づきvapA遺伝子を

検出する検査法が数種類報告されている [1, 8, 
19, 22]が、サーマルサイクラーなどの特殊で高価
な装置が必要となるため、十分な設備のない検査
施設においてこれらのPCR法を実施することは難
しい。
　LAMP法 ( L o op -med i a t e d  i s o t h e rma l  
amplification法) は、2000年に開発された遺伝子
増幅法であり、反応速度が速く、特異性および感度
に優れている [18]。LAMP法は、ウォーターバスな
どの簡易な装置を用い、調整した試薬を一定の温
度に保つことで反応させることが可能である。そ
の簡便性から、近年では様々な病原体に対する迅
速検出法として臨床応用されている [11, 12, 17]。

本研究では、PCR法に比較してより簡便で迅速にR. 
equi肺炎を診断することを目的として、vapA遺伝
子を標的とするR. equi特異的LAMP法を開発した。
　LAMP法のプライマーは、PrimerExplorer V4 
(富士通) を用いて、既報のvapA遺伝子を標的とし
て作製した (表1 )。使用したva pA遺伝子の
Accession numberは、JN990991、AP001204およ
びNC002576である。LAMP法の反応液は、市販の
キット (Loopamp DNA amplification kit、栄研化
学) を用いて仕様書どおりに調整した。LAMP法の
条件は、65℃にて60分間とし、リアルタイム濁度
測定装置にて濁度を計測した。また、既報のnested 
PCR (nPCR) [22] およびリアルタイムPCR (qPCR) 
[19] を検出感度の比較のために用いた。nPCRには
EmeraldAmp PCR master mix (Takara Bio Inc.) 
を、qPCRにはEagleTaq master mix (Roche) を使用
し、他の条件は既報のとおり実施した [19, 22]。上
述したLAMP法、nPCRおよびqPCRに用いたDNA量
はそれぞれ2µl、5µlおよび1µlである。R. equi ATCC 
33701株および蒸留水を陽性コントロールおよび
陰性コントロールとした。
　菌種特異性の確認のために106株の細菌を使用
した (表 2)。そのうちの53株は、vapA遺伝子を保
有するR. equiであり、ATCC 33701株と日本で
1984年～2010年に臨床症状を呈する子馬から分
離された52株の臨床分離株からなる。20株のvapA
遺伝子を保有しないR. equiは、ATCC 33702、
ATCC 33703、ATCC 33704、ATCC 33705、ATCC 
33706、ATCC 33707、2株のウマ臨床株および12
株のブタ分離株である。他の33株は11菌種から成
り、全て臨床症状を呈する馬から分離された菌株
である。各菌株のDNA抽出は、InstaGene matrix 
(Bio-Rad Laboratories) を用いて使用説明書に従

い実施した。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の検出感度の検
討のため、R. equi ATCC 33701の10倍階段希釈液
を用意し、各希釈段階におけるCFU (co lony  
forming unit) を測定した後、希釈液のDNA抽出を
実施した。上述したように、3つの遺伝子診断法に
用いたテンプレート量が異なるため、各診断法に
使用するDAN量を等しくすることを目的として、
qPCR法に用いる1µlを基準に、LAMP法ではDNAを
2µlに、nPCR法では5µlに希釈して試験を行った。
検出感度の検討は各検査法につき3回ずつ実施
し、少なくとも２回の陽性反応を得た最小希釈濃
度を当該検査法の検出感度 (CFU/ml) とした。
　作製したLAMP法は、vapA遺伝子を保有する53
株のR. equi全てで陽性反応を得た。その一方、vapA
を保有しないR. equiあるいは他の菌種では、全検
体が陰性であり、LAMP法の反応時間を120分まで
延長しても、偽陽性が得られないことを確認した。
また、LAMP法の検出感度は、104 CFU/ml (10 
CFU/反応 相当) であり、nPCR法およびqPCR法で
は、それぞれ104 CFU/ml (10 CFU/反応) および
103 CFU/ml (1 CFU/反応) であった (図1)。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の臨床検体にお
ける有用性を比較するため、下部呼吸器疾患を呈

するサラブレッド子馬から採材した86検体のTW
を使用した。TWの採材は、日高地区において2014
年2月から6月にかけて既報の方法で実施した 
[21]。R. equi分離のため、100µlのTWをNANAT培
地に接種し、30℃で48時間培養した [24]。また、
DNA抽出のため、各TWを100℃で10分間煮沸し、
12,000×gにて3分間遠心処理したのち、各遺伝子
検査に用いた。さらに、R. equiの検査法における
ゴールドスタンダードである細菌培養法と比較し
た際の各遺伝子検査法の感度、特異度、陽性的中率
および陰性的中率を算出した [2, 9, 16]。細菌培養
法と各遺伝子検査法の一致度については、エクセ
ル統計 version 7.0 (Esumi) を使用してカッパ係
数を計算した。カッパ係数の解釈は、既報に従い、
わずかな一致 (0.01～0.2)、まずまずの一致 (0.21
～0.40)、中程度の一致 (0.41～0.60)、かなりの一
致 (0.61～0.80)、ほぼ完全一致 (0.81～1.0) とし
た [14]。
　本研究で用いた86の臨床検体のうち、70検体か
らR. equiが分離され、16検体からは分離されな
かった。3つの遺伝子検査法の有用性 (感度、特異
度、陽性的中率、陰性的中率およびカッパ係数) の
比較結果を表3に示す。特異度および陽性的中率

は各検査法において全く同じかほぼ一致していた
が、nPCR法の感度 (81.4%) および陰性的中率 
(53.6%) は、LAMP法 (それぞれ91.4%および
71.4％) およびqPCR法 (97.1%および88.2%) より
も低かった。また、細菌培養法を基準とするカッパ
係数は、nPCR法 (0.583) が中程度の一致であった
一方で、LAMP法 (0.760) はかなりの一致、qPCR法 
(0.888) はほぼ完全に一致であった。
　子馬の呼吸器疾患では、β溶血性連鎖球菌 
[13]、Pneumocystis carinii [6, 23]、馬鼻肺炎ウイル
ス [3, 15]およびR. equi [4, 7]など様々な病原体が
関与する可能性がある。病原体ごとに治療法は大
きく異なることから、臨床現場では、たとえ十分な
設備のない検査施設であったとしても、正確かつ
迅速に原因病原体を特定できる状況にあることは
非常に重要である。本研究で我々は、子馬に重篤な
肺炎を起こすR. equi強毒株を特異的に検出する
LAMP法を開発し、既報のPCR法同様に、臨床検体
においても検出可能であることを示した。
　R. equiが分離できなかった16検体のうちの1検
体は、全ての遺伝子検査法で陽性となった。この原
因は明らかではないが、抗菌薬投与が細菌培養の
結果に影響した可能性がある。R. equiが分離され
た他の臨床検体については、LAMP法はnPCR法に
比較してより効率的にvapA遺伝子を検出するこ
とができ、カッパ係数においても細菌培養法との
相関がnPCR法よりも強いことを示していた。
　LAMP法は、簡易な抽出法で得たDNAを使用し
た場合において、PCR法などの遺伝子検査よりも
夾雑物に強いことが報告されている [10]。TW中
の過剰な粘液は、DNA抽出に影響を与える可能性
があるが、本研究で採用した簡易なDNA抽出法 
(煮沸法) は、LAMP法およびqPCR法のカッパ係数
が高かったことから十分有用であることが示され
た。本研究では、LAMP法に用いるDNAは、煮沸法

による抽出DNAで十分に有用であることを示して
いるが、Streptococcus zooepidemicusを標的とする
LAMP法に用いるDNA抽出においては、市販の
DNA抽出キット (Loopamp PURE DNA extraction 
kit、栄研化学) を使用することで、偽陰性を煮沸法
よりも低減できることが報告されている [11]。
従って、糞便や膿瘍など、検体の種類によっては、
市販のDNA抽出キットが簡易的なDNA抽出法より
も効果的である可能性がある。
　R. equiの3つの遺伝子検査法のうち、qPCR法が、
検出限界および臨床検体を用いた際の感度におい
て最も優れていたが、qPCR法を実施するためには
高価な装置が必要となる。一方、LAMP法は特殊な
装置を必要とせず、蛍光目視薬を使用することで
判定結果を視覚的に得ることが可能になる。また、
LAMP法の反応時間 (60分) は各PCR法 (数時間) 
よりも短いという長所も存在する。そのため、我々
は、十分な設備のない検査施設において臨床検体
からR. equi強毒株を検出する手法としてLAMP法
は導入しやすい検査法であると考える。本研究で
開発したLAMP法を用いることで、臨床獣医師は
より早くR. equi肺炎を診断することが可能とな
り、感染初期から適切な抗菌薬を選択可能となる
ことが期待される。
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はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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　Rhodococcus equiは、細胞内寄生性のグラム陽
性通性嫌気性桿菌であり、肺膿瘍を特徴とする重
篤な肺炎を子馬に引き起こす病原細菌である [4, 
7]。R. equiの病原性は、85～90kbpの病原性プラス
ミドに起因し、毒力関連蛋白質A (VapA) をコード
する遺伝子がこのプラスミド上に存在する。VapA
は、子馬への病原性において必須の蛋白質であり、
vapA遺伝子を欠くR. equiは病原性が低い [5]。呼吸
器症状を呈する子馬におけるR. equi肺炎の確定診
断は、気管洗浄液 (TW) もしくは気管吸引液を用
いた細菌分離あるいはPCR法によるDNA検出に加
え、細胞診における感染性所見の確認により下さ
れる [7, 20]。PCR法の原理に基づきvapA遺伝子を

検出する検査法が数種類報告されている [1, 8, 
19, 22]が、サーマルサイクラーなどの特殊で高価
な装置が必要となるため、十分な設備のない検査
施設においてこれらのPCR法を実施することは難
しい。
　LAMP法 ( L o op -med i a t e d  i s o t h e rma l  
amplification法) は、2000年に開発された遺伝子
増幅法であり、反応速度が速く、特異性および感度
に優れている [18]。LAMP法は、ウォーターバスな
どの簡易な装置を用い、調整した試薬を一定の温
度に保つことで反応させることが可能である。そ
の簡便性から、近年では様々な病原体に対する迅
速検出法として臨床応用されている [11, 12, 17]。

本研究では、PCR法に比較してより簡便で迅速にR. 
equi肺炎を診断することを目的として、vapA遺伝
子を標的とするR. equi特異的LAMP法を開発した。
　LAMP法のプライマーは、PrimerExplorer V4 
(富士通) を用いて、既報のvapA遺伝子を標的とし
て作製した (表1 )。使用したva pA遺伝子の
Accession numberは、JN990991、AP001204およ
びNC002576である。LAMP法の反応液は、市販の
キット (Loopamp DNA amplification kit、栄研化
学) を用いて仕様書どおりに調整した。LAMP法の
条件は、65℃にて60分間とし、リアルタイム濁度
測定装置にて濁度を計測した。また、既報のnested 
PCR (nPCR) [22] およびリアルタイムPCR (qPCR) 
[19] を検出感度の比較のために用いた。nPCRには
EmeraldAmp PCR master mix (Takara Bio Inc.) 
を、qPCRにはEagleTaq master mix (Roche) を使用
し、他の条件は既報のとおり実施した [19, 22]。上
述したLAMP法、nPCRおよびqPCRに用いたDNA量
はそれぞれ2µl、5µlおよび1µlである。R. equi ATCC 
33701株および蒸留水を陽性コントロールおよび
陰性コントロールとした。
　菌種特異性の確認のために106株の細菌を使用
した (表 2)。そのうちの53株は、vapA遺伝子を保
有するR. equiであり、ATCC 33701株と日本で
1984年～2010年に臨床症状を呈する子馬から分
離された52株の臨床分離株からなる。20株のvapA
遺伝子を保有しないR. equiは、ATCC 33702、
ATCC 33703、ATCC 33704、ATCC 33705、ATCC 
33706、ATCC 33707、2株のウマ臨床株および12
株のブタ分離株である。他の33株は11菌種から成
り、全て臨床症状を呈する馬から分離された菌株
である。各菌株のDNA抽出は、InstaGene matrix 
(Bio-Rad Laboratories) を用いて使用説明書に従

い実施した。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の検出感度の検
討のため、R. equi ATCC 33701の10倍階段希釈液
を用意し、各希釈段階におけるCFU (co lony  
forming unit) を測定した後、希釈液のDNA抽出を
実施した。上述したように、3つの遺伝子診断法に
用いたテンプレート量が異なるため、各診断法に
使用するDAN量を等しくすることを目的として、
qPCR法に用いる1µlを基準に、LAMP法ではDNAを
2µlに、nPCR法では5µlに希釈して試験を行った。
検出感度の検討は各検査法につき3回ずつ実施
し、少なくとも２回の陽性反応を得た最小希釈濃
度を当該検査法の検出感度 (CFU/ml) とした。
　作製したLAMP法は、vapA遺伝子を保有する53
株のR. equi全てで陽性反応を得た。その一方、vapA
を保有しないR. equiあるいは他の菌種では、全検
体が陰性であり、LAMP法の反応時間を120分まで
延長しても、偽陽性が得られないことを確認した。
また、LAMP法の検出感度は、104 CFU/ml (10 
CFU/反応 相当) であり、nPCR法およびqPCR法で
は、それぞれ104 CFU/ml (10 CFU/反応) および
103 CFU/ml (1 CFU/反応) であった (図1)。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の臨床検体にお
ける有用性を比較するため、下部呼吸器疾患を呈

するサラブレッド子馬から採材した86検体のTW
を使用した。TWの採材は、日高地区において2014
年2月から6月にかけて既報の方法で実施した 
[21]。R. equi分離のため、100µlのTWをNANAT培
地に接種し、30℃で48時間培養した [24]。また、
DNA抽出のため、各TWを100℃で10分間煮沸し、
12,000×gにて3分間遠心処理したのち、各遺伝子
検査に用いた。さらに、R. equiの検査法における
ゴールドスタンダードである細菌培養法と比較し
た際の各遺伝子検査法の感度、特異度、陽性的中率
および陰性的中率を算出した [2, 9, 16]。細菌培養
法と各遺伝子検査法の一致度については、エクセ
ル統計 version 7.0 (Esumi) を使用してカッパ係
数を計算した。カッパ係数の解釈は、既報に従い、
わずかな一致 (0.01～0.2)、まずまずの一致 (0.21
～0.40)、中程度の一致 (0.41～0.60)、かなりの一
致 (0.61～0.80)、ほぼ完全一致 (0.81～1.0) とし
た [14]。
　本研究で用いた86の臨床検体のうち、70検体か
らR. equiが分離され、16検体からは分離されな
かった。3つの遺伝子検査法の有用性 (感度、特異
度、陽性的中率、陰性的中率およびカッパ係数) の
比較結果を表3に示す。特異度および陽性的中率

は各検査法において全く同じかほぼ一致していた
が、nPCR法の感度 (81.4%) および陰性的中率 
(53.6%) は、LAMP法 (それぞれ91.4%および
71.4％) およびqPCR法 (97.1%および88.2%) より
も低かった。また、細菌培養法を基準とするカッパ
係数は、nPCR法 (0.583) が中程度の一致であった
一方で、LAMP法 (0.760) はかなりの一致、qPCR法 
(0.888) はほぼ完全に一致であった。
　子馬の呼吸器疾患では、β溶血性連鎖球菌 
[13]、Pneumocystis carinii [6, 23]、馬鼻肺炎ウイル
ス [3, 15]およびR. equi [4, 7]など様々な病原体が
関与する可能性がある。病原体ごとに治療法は大
きく異なることから、臨床現場では、たとえ十分な
設備のない検査施設であったとしても、正確かつ
迅速に原因病原体を特定できる状況にあることは
非常に重要である。本研究で我々は、子馬に重篤な
肺炎を起こすR. equi強毒株を特異的に検出する
LAMP法を開発し、既報のPCR法同様に、臨床検体
においても検出可能であることを示した。
　R. equiが分離できなかった16検体のうちの1検
体は、全ての遺伝子検査法で陽性となった。この原
因は明らかではないが、抗菌薬投与が細菌培養の
結果に影響した可能性がある。R. equiが分離され
た他の臨床検体については、LAMP法はnPCR法に
比較してより効率的にvapA遺伝子を検出するこ
とができ、カッパ係数においても細菌培養法との
相関がnPCR法よりも強いことを示していた。
　LAMP法は、簡易な抽出法で得たDNAを使用し
た場合において、PCR法などの遺伝子検査よりも
夾雑物に強いことが報告されている [10]。TW中
の過剰な粘液は、DNA抽出に影響を与える可能性
があるが、本研究で採用した簡易なDNA抽出法 
(煮沸法) は、LAMP法およびqPCR法のカッパ係数
が高かったことから十分有用であることが示され
た。本研究では、LAMP法に用いるDNAは、煮沸法

による抽出DNAで十分に有用であることを示して
いるが、Streptococcus zooepidemicusを標的とする
LAMP法に用いるDNA抽出においては、市販の
DNA抽出キット (Loopamp PURE DNA extraction 
kit、栄研化学) を使用することで、偽陰性を煮沸法
よりも低減できることが報告されている [11]。
従って、糞便や膿瘍など、検体の種類によっては、
市販のDNA抽出キットが簡易的なDNA抽出法より
も効果的である可能性がある。
　R. equiの3つの遺伝子検査法のうち、qPCR法が、
検出限界および臨床検体を用いた際の感度におい
て最も優れていたが、qPCR法を実施するためには
高価な装置が必要となる。一方、LAMP法は特殊な
装置を必要とせず、蛍光目視薬を使用することで
判定結果を視覚的に得ることが可能になる。また、
LAMP法の反応時間 (60分) は各PCR法 (数時間) 
よりも短いという長所も存在する。そのため、我々
は、十分な設備のない検査施設において臨床検体
からR. equi強毒株を検出する手法としてLAMP法
は導入しやすい検査法であると考える。本研究で
開発したLAMP法を用いることで、臨床獣医師は
より早くR. equi肺炎を診断することが可能とな
り、感染初期から適切な抗菌薬を選択可能となる
ことが期待される。
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はじめに
　胸膜炎は胸腔における細菌感染症でウマにおい
て致死的な疾患として知られている[16, 23]。重篤
な胸膜炎は胸腔に大量の胸水とフィブリンが蓄積
するため、内科療法のみで感染を制御することが
難しい疾患である[6, 9]。特に、Bacteroides属を含
む偏性嫌気性菌によるウマ肺炎および胸膜炎の致
死率は、好気性菌のみの症例と比較して有意に高
いことが報告されている[20, 21]。
　偏性嫌気性菌は多くの抗菌薬に耐性を示すこと
が知られている[13]。アミノグリコシド系抗菌薬
は酸素依存性に細胞内に取り込まれ、30Sリボ
ソームと結合してタンパク質合成を阻害し抗菌効
果を発揮するが、酸素下で増殖できない偏性嫌気
性菌に対しては抗菌効果を有さない[4]。また、

Bacteroides属菌の多くはβラクタム環を分解する
βラクタマーゼを産生するため、セファロスポリ
ンやペニシリン系抗菌薬は分解されてしまい抗菌
効果を示すことができない[1]。実際に、日本のサ
ラブレッド競走馬の肺炎や胸膜炎といった呼吸器
感染症から分離されたBacteroides属菌の多くは、
アミノグリコシド系抗菌薬、セファロスポリン、ペ
ニシリン系抗菌薬に対し耐性を示している[10]。
一方で、分離されたBacteroides属菌はテトラサイ
クリン系のミノサイクリン、カルベペネム系のイ
ミペネム、ニトロイミダゾール系のメトロニダ
ゾール、リンコマイシン系のクリンダマイシンへ
の感受性率が高いことが示されている。しかし、ミ
ノサイクリン2.2mg/kg静脈内投与後のウマ胸水
中薬物濃度は0.8µg/mlと極めて低く、Bacteroides

属菌を抑制できる濃度に達していないことが示さ
れている[12]。また、クリンダマイシンはウマに投
与すると重篤な下痢症を引き起こすことが報告さ
れており、ウマの嫌気性菌感染症に効果が期待で
きる抗菌薬は限られている[5, 15]。
　メトロニダゾールとイミペネムはウマの偏性嫌
気性菌感染症に効果が期待できる抗菌薬である
が、これらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬
物移行性に関する報告はなく、胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌による胸膜炎に対す
る治療法確立のために、メトロニダゾール静脈内
投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸水中へ
の薬物移行性について検討することとした。

材料と方法
供試動物
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。供試馬
は馬房に繋養し、自由飲水とした。給餌は薬物投与
12時間前から投与2時間後まで絶食とし、その後
は乾草の自由採食とした。

抗菌薬投与
　メトロニダゾールとイミペネムの投与はランダ
ム化クロスオーバー試験とし、投与間隔は4週間
以上とした。メトロニダゾールは市販の錠剤を（ア
スゾール錠250mg、富士薬品）15mg/kgの用量で
粉砕し、500mlの水道水に溶解した。経鼻カテーテ
ルを用いて胃内に溶液を投与し、投与後に500 ml
の水道水でフラッシュした。イミペネム（イミペネ
ム・シラスタチン点滴用0.5g、サンド）は10mg/kg
の用量で500mlの滅菌生理食塩水に溶解し、右頚
静脈に10分間かけて投与した。

採血
　抗菌薬投与前、投与から5、10、20、30、40、50
分、1、1.25、1.5、2、3、4、6、8、12、24時間後の各タ
イムポイントでヘパリン採血管を用いて左頚静脈
から採血した。イミペネムは10分間の投与終了時
を0分とした。採血後は直ちに1500gで10分間遠
心分離して血漿を採取し、測定まで‐20℃で保存

した。

胸水採取
予備実験
　健康なウマの胸水は極めて少量であるため、立
位で直接採取することは容易ではない。本実験で
は直接胸水を採取できない場合、胸腔内に生理食
塩水を注入した後に希釈胸水を採取し、その希釈
された胸水中の薬物濃度を測定することとした。
そこで、胸水の希釈率を求めるためのベンチマー
クを決定する予備実験を行った。重篤な骨折を発
症し、動物愛護の観点から安楽死処置が望ましい
と診断された10頭のサラブレッド競走馬から提
供を受けた血漿および胸水を用いて生化学検査を
実施した。その結果、血漿中尿素窒素（UN）と胸水
中UNの間には高い相関があり（r=0.94）、各個体に
おける血漿中と胸水中の濃度差は平均0.66 ± 
0.45mg/dLであることが明らかとなった（表1）。
この予備実験の結果から、本実験において生理食
塩水を注入した後に胸水を採取した場合は、その
希釈された胸水中UN濃度を測定し、同時に採取し
た血漿中UN濃度を基に希釈率を算出し、希釈胸水
中に含まれる薬物濃度を補正することとした。

抗菌薬投与後の胸水採取
　胸水採取は抗菌薬投与1、3、8時間後に実施し
た。3回の採取は左右の胸腔から、右左右もしくは
左右左の順で実施した。第5から第7肋間の胸腔を
超音波画像下で確認し、剃毛後リドカインにて局
所麻酔を行った。その後、11Gの滅菌スチールカ
テーテルを挿入し、胸水を採取した。直接胸水を採
取できなかった場合は、10～20mLの生理食塩水

を胸腔に注入し、希釈された胸水を採取した。胸水
は薬物濃度測定まで‐20℃で保存した。

抗菌薬濃度測定
メトロニダゾールの濃度測定
　血漿又は胸水1mLをガラス試験管に取り、内標
準物質（オルニダゾール100µg/mL) を含む水
50µLを混合して、酢酸エチル3mLを加えて5分間
の撹拌後、5分間の遠心分離（1940×g, 4℃）を実
施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固させた後、残
留物を0.5mLの30%アセトニトリル水溶液に溶解
し、フィルターろ過した溶液を検液として、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）法により定量分析
を行った。

イミペネムの濃度測定
　血漿または胸水0.2mLと内標準物質（セフタジ
ジム500µg/mL）を含むMOPS緩衝液（pH 6.8）
0.2mLを混合して、アセトニトリル0.5mLを加え
て5分間の撹拌後、10分間の遠心分離（1940×g, 
4℃）を実施した。遠心分離後の上清を蒸発乾固さ
せた後、残留物を0.5mLの MOPS緩衝液に溶解し、
フィルターろ過した溶液を検液として、HPLC法に
より定量分析を行った。

結果
　測定された胸水または希釈胸水中メトロニダ
ゾール濃度およびイミペネム濃度とUN濃度から
算出された補正値を、表2と3に示した。24回の胸
水採取のうち、4回は直接採取できたが、20回は生
理食塩水注入後の希釈胸水採取となった。測定さ
れた血漿中薬物濃度と補正後の胸水中薬物濃度の

推移を図1と2に示した。補正後のメトロニダゾー
ルの胸水中濃度は投与1時間後が最も高く平均
12.7 ± 3.3 µg/mLを示したが、その後減少し投与
3時間後には10.6 ± 1.0µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12 . 1  ±  
0.9µg/mLを示したが、体内からの消失が速やか
で、投与3時間後には5.9 ± 1.4µg/mL、投与8時間
後には0.3 ± 0.1µg/mLであった。メトロニダゾー
ルおよびイミペネムとも、同じタイムポイントの
血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃度は極めて近い値
であった。得られた薬物動態から、メトロニダゾー
ル15mg/kg 8時間間隔投与およびイミペネム
10mg/kg 12時間間隔投与の胸水中薬物濃度シ
ミュレーションを、連続投与時における重ね合わ
せの原理に基づき作成した[22]（図3、4）。

考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。メトロニダ
ゾールはウマの腹水中および関節液中濃度の推移
が報告されている。その研究では、腹水中最高濃度
は12.8 ± 3.2µg/mL、関節液中最高濃度は8.9 ± 
1.3µg/mLと報告されており、我々の結果と同様に
優れた移行性を示している[18]。イミペネムはウ
マ体液への移行性を示す報告はないが、ヒトの腹
水中濃度は血漿中濃度と同等であると報告されて
いる[24]。両薬物ともウマもしくはヒトにおいて
体液への移行性に優れている薬物であることが報
告されてきたが、本研究も既報を支持する結果と
なった。
　本研究では、抗菌薬の投与法を検討するにあた
り、P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬物動態）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出す
るものである。このPK/PD解析に基づいた抗菌薬
投与設計は、ヒト医療において感染症治療の良好
な予後に繋がることが示されている[2, 17]。
　メトロニダゾールは濃度依存性抗菌薬で、
PK/PD解析の指標として24時間のAUC（薬物濃度
曲線下面積）とMICの比が用いられており、
AUC/MICが70以上あれば効果が期待できると報
告されている [11, 19]。本研究の胸水中メトロニ
ダゾール濃度のシミュレーション結果から、
15mg/kgの用量で8時間間隔投与を行った場合、
濃度が安定した投与64時間後から88時間後まで
の24時間のAUCは346 µg hr/mLであった。木下ら
は2001年から2010年の間に、日本の競走馬の胸
膜炎を含む呼吸器感染症症例から58株の偏性嫌
気性菌を分離し、そのうち22株はBacteroides属菌
であったことを報告している[10]。そして、これら
のBacteroides属菌のメトロニダゾールに対する
MIC90（分離菌の90％を発育阻止できる濃度）は
4µg/mLであった。これらの値より導き出される

AUC/MIC（346/4）は86.5を示し70を超えている
ことから、1日3回15mg/kgの経口投与で、90%の
Bacteroides属菌に対して効果が期待できると考え
られた。
　一方、イミペネムは時間依存性抗菌薬であり、そ
の指標にはTime above MIC（TAM: 薬物濃度が
MICを超える時間）が用いられている。イミペネム
を含めたカルバペネム系抗菌薬はTAM 50%以上、
すなわち、薬物濃度が1日のうち12時間以上MIC
を超えている時間を確保できれば臨床効果が期待
できる抗菌薬である[3, 7]。木下らの分離した
Bacteroides属菌のMIC90は0.5µg/mL以下であり、
胸水中イミペネム濃度シミュレーションにおい
て、10mg/kgの用量で12時間間隔投与を行った場
合、約1日14時間のMICを超えている時間（TAM 
58.3%）が得られることから、イミペネム 1日2回
10mg/kgの静脈内投与によって90%のBacteroides
属菌に対して効果が期待できると考えられた。
　本研究より、15mg/kgのメトロニダゾール1日3
回経口投与と10mg/kgのイミペネム1日2回静脈
内投与がウマの偏性嫌気性菌による胸膜炎に対し
て効果が期待できることが示された。しかし、メト
ロニダゾールは日本国内のウマを含む食用家畜に
対する使用が禁止され、ウマにメトロニダゾール
を投与した場合、畜主に食用出荷禁止の指示書を
配布しなければならない。また、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）を初めとするカルバペネム
耐性菌の出現はヒト医療の深刻な問題となってき
ており、これらの耐性菌の発生を防止するという
観点から獣医療においてイミペネムを含むカルバ
ペネム系抗菌薬は極めて慎重に使用するべき薬剤
であると考えられている[8, 14]。いずれの抗菌薬
も使用には制限があり、実際の症例では原因菌の
分離と薬剤感受性試験の結果に基づき、効果の期
待できる症例に限った慎重な使用が望まれる。
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　Rhodococcus equiは、細胞内寄生性のグラム陽
性通性嫌気性桿菌であり、肺膿瘍を特徴とする重
篤な肺炎を子馬に引き起こす病原細菌である [4, 
7]。R. equiの病原性は、85～90kbpの病原性プラス
ミドに起因し、毒力関連蛋白質A (VapA) をコード
する遺伝子がこのプラスミド上に存在する。VapA
は、子馬への病原性において必須の蛋白質であり、
vapA遺伝子を欠くR. equiは病原性が低い [5]。呼吸
器症状を呈する子馬におけるR. equi肺炎の確定診
断は、気管洗浄液 (TW) もしくは気管吸引液を用
いた細菌分離あるいはPCR法によるDNA検出に加
え、細胞診における感染性所見の確認により下さ
れる [7, 20]。PCR法の原理に基づきvapA遺伝子を

検出する検査法が数種類報告されている [1, 8, 
19, 22]が、サーマルサイクラーなどの特殊で高価
な装置が必要となるため、十分な設備のない検査
施設においてこれらのPCR法を実施することは難
しい。
　LAMP法 ( L o op -med i a t e d  i s o t h e rma l  
amplification法) は、2000年に開発された遺伝子
増幅法であり、反応速度が速く、特異性および感度
に優れている [18]。LAMP法は、ウォーターバスな
どの簡易な装置を用い、調整した試薬を一定の温
度に保つことで反応させることが可能である。そ
の簡便性から、近年では様々な病原体に対する迅
速検出法として臨床応用されている [11, 12, 17]。

本研究では、PCR法に比較してより簡便で迅速にR. 
equi肺炎を診断することを目的として、vapA遺伝
子を標的とするR. equi特異的LAMP法を開発した。
　LAMP法のプライマーは、PrimerExplorer V4 
(富士通) を用いて、既報のvapA遺伝子を標的とし
て作製した (表1 )。使用したva pA遺伝子の
Accession numberは、JN990991、AP001204およ
びNC002576である。LAMP法の反応液は、市販の
キット (Loopamp DNA amplification kit、栄研化
学) を用いて仕様書どおりに調整した。LAMP法の
条件は、65℃にて60分間とし、リアルタイム濁度
測定装置にて濁度を計測した。また、既報のnested 
PCR (nPCR) [22] およびリアルタイムPCR (qPCR) 
[19] を検出感度の比較のために用いた。nPCRには
EmeraldAmp PCR master mix (Takara Bio Inc.) 
を、qPCRにはEagleTaq master mix (Roche) を使用
し、他の条件は既報のとおり実施した [19, 22]。上
述したLAMP法、nPCRおよびqPCRに用いたDNA量
はそれぞれ2µl、5µlおよび1µlである。R. equi ATCC 
33701株および蒸留水を陽性コントロールおよび
陰性コントロールとした。
　菌種特異性の確認のために106株の細菌を使用
した (表 2)。そのうちの53株は、vapA遺伝子を保
有するR. equiであり、ATCC 33701株と日本で
1984年～2010年に臨床症状を呈する子馬から分
離された52株の臨床分離株からなる。20株のvapA
遺伝子を保有しないR. equiは、ATCC 33702、
ATCC 33703、ATCC 33704、ATCC 33705、ATCC 
33706、ATCC 33707、2株のウマ臨床株および12
株のブタ分離株である。他の33株は11菌種から成
り、全て臨床症状を呈する馬から分離された菌株
である。各菌株のDNA抽出は、InstaGene matrix 
(Bio-Rad Laboratories) を用いて使用説明書に従

い実施した。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の検出感度の検
討のため、R. equi ATCC 33701の10倍階段希釈液
を用意し、各希釈段階におけるCFU (co lony  
forming unit) を測定した後、希釈液のDNA抽出を
実施した。上述したように、3つの遺伝子診断法に
用いたテンプレート量が異なるため、各診断法に
使用するDAN量を等しくすることを目的として、
qPCR法に用いる1µlを基準に、LAMP法ではDNAを
2µlに、nPCR法では5µlに希釈して試験を行った。
検出感度の検討は各検査法につき3回ずつ実施
し、少なくとも２回の陽性反応を得た最小希釈濃
度を当該検査法の検出感度 (CFU/ml) とした。
　作製したLAMP法は、vapA遺伝子を保有する53
株のR. equi全てで陽性反応を得た。その一方、vapA
を保有しないR. equiあるいは他の菌種では、全検
体が陰性であり、LAMP法の反応時間を120分まで
延長しても、偽陽性が得られないことを確認した。
また、LAMP法の検出感度は、104 CFU/ml (10 
CFU/反応 相当) であり、nPCR法およびqPCR法で
は、それぞれ104 CFU/ml (10 CFU/反応) および
103 CFU/ml (1 CFU/反応) であった (図1)。
　LAMP法、nPCR法およびqPCR法の臨床検体にお
ける有用性を比較するため、下部呼吸器疾患を呈

するサラブレッド子馬から採材した86検体のTW
を使用した。TWの採材は、日高地区において2014
年2月から6月にかけて既報の方法で実施した 
[21]。R. equi分離のため、100µlのTWをNANAT培
地に接種し、30℃で48時間培養した [24]。また、
DNA抽出のため、各TWを100℃で10分間煮沸し、
12,000×gにて3分間遠心処理したのち、各遺伝子
検査に用いた。さらに、R. equiの検査法における
ゴールドスタンダードである細菌培養法と比較し
た際の各遺伝子検査法の感度、特異度、陽性的中率
および陰性的中率を算出した [2, 9, 16]。細菌培養
法と各遺伝子検査法の一致度については、エクセ
ル統計 version 7.0 (Esumi) を使用してカッパ係
数を計算した。カッパ係数の解釈は、既報に従い、
わずかな一致 (0.01～0.2)、まずまずの一致 (0.21
～0.40)、中程度の一致 (0.41～0.60)、かなりの一
致 (0.61～0.80)、ほぼ完全一致 (0.81～1.0) とし
た [14]。
　本研究で用いた86の臨床検体のうち、70検体か
らR. equiが分離され、16検体からは分離されな
かった。3つの遺伝子検査法の有用性 (感度、特異
度、陽性的中率、陰性的中率およびカッパ係数) の
比較結果を表3に示す。特異度および陽性的中率

は各検査法において全く同じかほぼ一致していた
が、nPCR法の感度 (81.4%) および陰性的中率 
(53.6%) は、LAMP法 (それぞれ91.4%および
71.4％) およびqPCR法 (97.1%および88.2%) より
も低かった。また、細菌培養法を基準とするカッパ
係数は、nPCR法 (0.583) が中程度の一致であった
一方で、LAMP法 (0.760) はかなりの一致、qPCR法 
(0.888) はほぼ完全に一致であった。
　子馬の呼吸器疾患では、β溶血性連鎖球菌 
[13]、Pneumocystis carinii [6, 23]、馬鼻肺炎ウイル
ス [3, 15]およびR. equi [4, 7]など様々な病原体が
関与する可能性がある。病原体ごとに治療法は大
きく異なることから、臨床現場では、たとえ十分な
設備のない検査施設であったとしても、正確かつ
迅速に原因病原体を特定できる状況にあることは
非常に重要である。本研究で我々は、子馬に重篤な
肺炎を起こすR. equi強毒株を特異的に検出する
LAMP法を開発し、既報のPCR法同様に、臨床検体
においても検出可能であることを示した。
　R. equiが分離できなかった16検体のうちの1検
体は、全ての遺伝子検査法で陽性となった。この原
因は明らかではないが、抗菌薬投与が細菌培養の
結果に影響した可能性がある。R. equiが分離され
た他の臨床検体については、LAMP法はnPCR法に
比較してより効率的にvapA遺伝子を検出するこ
とができ、カッパ係数においても細菌培養法との
相関がnPCR法よりも強いことを示していた。
　LAMP法は、簡易な抽出法で得たDNAを使用し
た場合において、PCR法などの遺伝子検査よりも
夾雑物に強いことが報告されている [10]。TW中
の過剰な粘液は、DNA抽出に影響を与える可能性
があるが、本研究で採用した簡易なDNA抽出法 
(煮沸法) は、LAMP法およびqPCR法のカッパ係数
が高かったことから十分有用であることが示され
た。本研究では、LAMP法に用いるDNAは、煮沸法

による抽出DNAで十分に有用であることを示して
いるが、Streptococcus zooepidemicusを標的とする
LAMP法に用いるDNA抽出においては、市販の
DNA抽出キット (Loopamp PURE DNA extraction 
kit、栄研化学) を使用することで、偽陰性を煮沸法
よりも低減できることが報告されている [11]。
従って、糞便や膿瘍など、検体の種類によっては、
市販のDNA抽出キットが簡易的なDNA抽出法より
も効果的である可能性がある。
　R. equiの3つの遺伝子検査法のうち、qPCR法が、
検出限界および臨床検体を用いた際の感度におい
て最も優れていたが、qPCR法を実施するためには
高価な装置が必要となる。一方、LAMP法は特殊な
装置を必要とせず、蛍光目視薬を使用することで
判定結果を視覚的に得ることが可能になる。また、
LAMP法の反応時間 (60分) は各PCR法 (数時間) 
よりも短いという長所も存在する。そのため、我々
は、十分な設備のない検査施設において臨床検体
からR. equi強毒株を検出する手法としてLAMP法
は導入しやすい検査法であると考える。本研究で
開発したLAMP法を用いることで、臨床獣医師は
より早くR. equi肺炎を診断することが可能とな
り、感染初期から適切な抗菌薬を選択可能となる
ことが期待される。
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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18回　競走馬の除鉄試験（前編）
戦況の悪化と金属回収令の公布
　太平洋戦争は総力戦の様相を呈し、国家総動員
法によってすべての人員と物資が戦争に投入され
ました。そのため食料品や燃料など生活物資の配
給制や、金属回収令の公布(昭和16年)など、銃後を
守る国民も苦しい生活を強いられました。そして
戦車や軍艦など、近代兵器に使用する鉄や石油の
確保することが、戦争の勝敗を左右する資源戦で
もありました。
　日本は真珠湾攻撃に成功し勢力を拡大しました
が、ミッドウエイ海戦の大敗を契機に形勢は逆転
し、軍備に勝るアメリカに圧倒されていきました。
そのため政府は、兵器生産に使用する鉄や銅を確
保するため、民間からの金属回収を強化しました1- 

3 )(写真1)。

　また当時日本には、約17万頭の荷牛馬が荷物の
運搬に使用されていましたが、石油が不足してガ
ソリンが配給制になると、馬力運送の需要が高ま
り蹄鉄の消費量が増加しました。そのため、装蹄用
の鉄材や燃料の節約が大きな課題になっていまし

た4 ,5 )(写真2)。

松葉博士と競走馬の除鉄試験
　昭和17年、政府は国立大学に対し戦時緊急科学
研究費を設定し、国策に沿った研究を命じました。
そのため東京帝国大学松葉茂雄博士は、蹄鉄の節
約が課題になっていることに着目し、「装蹄用鉄材
の節約に関する研究」を緊急科学研究のテーマに
選びました。博士は昭和10年欧米を競馬視察しま
したが、その際強く印象に残ったことは、ドイツで
は蹄鉄の重さがスピードに影響すると考え、前肢
にだけ蹄鉄を付け競馬が行われていたことでし
た。博士はドイツの競馬をヒントに蹄鉄の節約を
考え、蹄鉄を約半分にした半月状蹄鉄と、蹄鉄を３
個に切断した分割蹄鉄を試作しました。そして前
肢には半月状蹄鉄と分割蹄鉄を装着し、後肢は跣
蹄(せんてい：はだしの蹄)にした場合と半月状蹄
鉄を装着して、その実用性を判断する「除鉄試験」
を立案しました7 -9 )(写真3)。

　一方競馬会は、金属回収令の公布から、競馬場ス
タンドの上屋鉄骨まで供出することになり、鉄の
節約が急務になっていました。また競馬会は戦時
下の状況に配慮して、馬事国防献金競走の設置や、
軍馬保護と愛馬精神を啓蒙するため、愛馬の日を
実施するなど、時局への対応を進めていました。し
かし、「僅か４、5頭の種馬取得のために、競馬を開
催する必要性がどこにあるのか」といった根強い
競馬中止論が、政府内で議論されていました。その
ため戦争協力のひとつとして、とかく不要不急視
されるようになった競走馬の蹄鉄を節約すること
になり、その研究を松葉博士に委託しました。
　博士は当初、試験馬として警視庁騎馬隊の乗馬
や東京近郊の輓馬や農用馬を考えていましたが、
競馬会の要請を受けた博士は、研究テーマの第一
歩として競走馬を対象にした「除鉄試験」を実施す
ることにしました。そして昭和18年3月から10月
にかけて、馬事公苑に所属する乗馬(公認競馬に出
走経歴のある元競走馬)を用い、馬事公苑と東京競
馬場で装着試験を行いました10 )。
　ドイツでは、博士が視察する10年位前から蹄鉄
への関心が高まり、その必要性が議論されていま
した。そして、後肢を除鉄して調教に耐えることが
出来れば、肢への負担が減りスピードが増すと考
えるようになり、博士が競馬視察した頃には、前肢
にだけ蹄鉄を付けた競馬が行われていました※ 11 )。
博士は、装蹄用鉄材を節約という戦時研究として、
前肢にだけ蹄鉄を付けた「除鉄試験」を行い競馬会
に報告書を提出しました。博士がドイツで見た競
馬が、戦時下の日本で始まろうとしていました(写
真４)。

※：昭和3年の独逸(ドイツ)国競馬施行規則 第10
章 競走.第112条 蹄鉄では「下方に尖れる凸縁を趾
(あし：土をふまえるあし先の部分)の前部又は蹄
の側面に付したる蹄鉄は競走に於て之を使用する
ことを得ず」と定め、歯鉄など突起物のある蹄鉄の
使用は禁止しているが、跣蹄について特に記載は
ない。
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（写真２）乗車式軽荷馬車　　　　　　　　 昭和11年
　昭和2年国鉄が始めた貨物の特別小口扱(昭和10年から宅扱
(たくあつかい)に改称)は今日の宅配便と似た制度で、駅発着の
宅扱貨物を運送会社の荷馬車やオート三輪を使い、各戸口への
集配を行った。馬車にあるE 通 Eの印は日本通運の前身、国際通
運の社章6 )。
 （馬利用の状況. 昭和11年 帝国馬匹協会発行より引用。JRA提供）
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第18回　競走馬の除鉄試験（前編）
戦況の悪化と金属回収令の公布
　太平洋戦争は総力戦の様相を呈し、国家総動員
法によってすべての人員と物資が戦争に投入され
ました。そのため食料品や燃料など生活物資の配
給制や、金属回収令の公布(昭和16年)など、銃後を
守る国民も苦しい生活を強いられました。そして
戦車や軍艦など、近代兵器に使用する鉄や石油の
確保することが、戦争の勝敗を左右する資源戦で
もありました。
　日本は真珠湾攻撃に成功し勢力を拡大しました
が、ミッドウエイ海戦の大敗を契機に形勢は逆転
し、軍備に勝るアメリカに圧倒されていきました。
そのため政府は、兵器生産に使用する鉄や銅を確
保するため、民間からの金属回収を強化しました1- 

3 )(写真1)。

　また当時日本には、約17万頭の荷牛馬が荷物の
運搬に使用されていましたが、石油が不足してガ
ソリンが配給制になると、馬力運送の需要が高ま
り蹄鉄の消費量が増加しました。そのため、装蹄用
の鉄材や燃料の節約が大きな課題になっていまし

た4 ,5 )(写真2)。

松葉博士と競走馬の除鉄試験
　昭和17年、政府は国立大学に対し戦時緊急科学
研究費を設定し、国策に沿った研究を命じました。
そのため東京帝国大学松葉茂雄博士は、蹄鉄の節
約が課題になっていることに着目し、「装蹄用鉄材
の節約に関する研究」を緊急科学研究のテーマに
選びました。博士は昭和10年欧米を競馬視察しま
したが、その際強く印象に残ったことは、ドイツで
は蹄鉄の重さがスピードに影響すると考え、前肢
にだけ蹄鉄を付け競馬が行われていたことでし
た。博士はドイツの競馬をヒントに蹄鉄の節約を
考え、蹄鉄を約半分にした半月状蹄鉄と、蹄鉄を３
個に切断した分割蹄鉄を試作しました。そして前
肢には半月状蹄鉄と分割蹄鉄を装着し、後肢は跣
蹄(せんてい：はだしの蹄)にした場合と半月状蹄
鉄を装着して、その実用性を判断する「除鉄試験」
を立案しました7 -9 )(写真3)。

　一方競馬会は、金属回収令の公布から、競馬場ス
タンドの上屋鉄骨まで供出することになり、鉄の
節約が急務になっていました。また競馬会は戦時
下の状況に配慮して、馬事国防献金競走の設置や、
軍馬保護と愛馬精神を啓蒙するため、愛馬の日を
実施するなど、時局への対応を進めていました。し
かし、「僅か４、5頭の種馬取得のために、競馬を開
催する必要性がどこにあるのか」といった根強い
競馬中止論が、政府内で議論されていました。その
ため戦争協力のひとつとして、とかく不要不急視
されるようになった競走馬の蹄鉄を節約すること
になり、その研究を松葉博士に委託しました。
　博士は当初、試験馬として警視庁騎馬隊の乗馬
や東京近郊の輓馬や農用馬を考えていましたが、
競馬会の要請を受けた博士は、研究テーマの第一
歩として競走馬を対象にした「除鉄試験」を実施す
ることにしました。そして昭和18年3月から10月
にかけて、馬事公苑に所属する乗馬(公認競馬に出
走経歴のある元競走馬)を用い、馬事公苑と東京競
馬場で装着試験を行いました10 )。
　ドイツでは、博士が視察する10年位前から蹄鉄
への関心が高まり、その必要性が議論されていま
した。そして、後肢を除鉄して調教に耐えることが
出来れば、肢への負担が減りスピードが増すと考
えるようになり、博士が競馬視察した頃には、前肢
にだけ蹄鉄を付けた競馬が行われていました※ 11 )。
博士は、装蹄用鉄材を節約という戦時研究として、
前肢にだけ蹄鉄を付けた「除鉄試験」を行い競馬会
に報告書を提出しました。博士がドイツで見た競
馬が、戦時下の日本で始まろうとしていました(写
真４)。

※：昭和3年の独逸(ドイツ)国競馬施行規則 第10
章 競走.第112条 蹄鉄では「下方に尖れる凸縁を趾
(あし：土をふまえるあし先の部分)の前部又は蹄
の側面に付したる蹄鉄は競走に於て之を使用する
ことを得ず」と定め、歯鉄など突起物のある蹄鉄の
使用は禁止しているが、跣蹄について特に記載は
ない。
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飲みにケーション？
　そもそも、世界のトップを走る研究者が招聘さ
れていることから、誰がどのような研究をしてい
るかは既にお互いが理解しており、発表内容につ
いても国際学会での発表や論文発表によって概ね
予想していた内容でした。よって、本ワークショッ
プでは基本的に発表後のディスカッションに重点
が置かれています。このため、各研究者には30分
の講演時間が与えられていましたが、「プレゼンは
10分間程度で完了するように」と事前に指示を受
けていました。予想通り、最初の講演からディス
カッションが白熱し、初日からスケジュールの遅
延が発生し、座長のタイムマネージメントが極め
て重要なワークショップとなりました。　
　基本的に参加者全員が会議時間以外にも朝食・
昼食・夕食、良くも悪くもその後のバーカウンター
までも一緒に過ごすので、起きてから寝るまで何
処でもディスカッションするスタイルが
Havemeyer meetingの最大の特徴と言えます。日
本人の悪い習慣と呼ばれる「飲みにケーション」も
本ワークショップでは大歓迎のようです。ですか
ら、今回新しく招待されて参加した研究者までも
全員の顔と名前を覚えるのに1日とかかりません
でした（写真2～5）。

再生医療研究の成熟
　記憶を掘り起こせば、2011年の第1回のワーク
ショップでは「再生医療の理想や夢の実現」に取り
組む研究が中心に語られました。そして、その後の
3年間で、世界的にウマの腱・靱帯損傷や関節軟骨
損傷への幹細胞移植治療の臨床応用はあっという
間に、しかも、熱狂的に広がりました。また、それに
続く2年間では再生医療ビジネスへの企業の参画
が加速され、さらに拡大を続けています。しかしな
がら、研究者はこの5年間で再生医療の理想と現
実のギャップに気づき始め、冷静かつ戦略的な研
究を立案するようになりました。この時期に開催
された今回のワークショップでは、「何故、治療効
果が期待どおりではないのか？」の理由や改善策
を探るための研究が紹介されていました。例えば、
iPS細胞を用いてもウマの腱組織が再生されない
ことや、免疫に寛容であるとされる骨髄幹細胞で
あっても他家細胞の移植では免疫反応が生じるた
め効果が得られにくいことなどが報告され、個人
的には興味を持ちました（詳細は講演紹介で後
述）。そして、皆の研究やディスカッションで共通
していたのは、基礎研究の必要性でした。直ぐに成
果が得られそうにない基礎研究こそが、再生医療
の現実を見つめ直すこの時期に重要となってい

ます。

余談
　最後に余談を一つ、このワークショップが開催
期間中には、必ず全米を揺るがす大事件が起こり
ます。5年前の2011年5月に開催された第1回の
ワークショップの時は、夕食の時間に一人の研究
者がTwitterのニュースを見て大声を張り上げま
した。すると、意味がわからなかった私を除く全員
が立ち上がり、歓声と拍手が起こりました。その
ニュースとは、イスラム過激派テロリスト「アルカ
イーダ」の司令官でアメリカ同時多発テロの首謀
者とされるオサマ・ビンラディンが米国軍との銃
撃戦で殺害されたというものでした。では、それか
ら５年後の今回は、何が起こったのでしょう？会
議最終日の前夜、多くの研究者が1室に集結し、ア
ルコールを口にしながらテレビに釘付けになりま
した（写真６）。それは、米国大統領選挙の開票速報
のニュース番組でした。各州の結果が次々と伝え
られ、参加した各国の研究者の予想を裏切る大統
領が誕生したことは、周知の通りですね。選挙結果
に大きく影響すると言われていたフロリダ州の開
票結果が速報された数分後、カナダから参加して
いる研究者がTwitterを見て「カナダの移民局がパ
ンクしたそうだ！」と告げました。選挙の勝敗が確
定する前でしたが、重要選挙区の勝敗で概ね結果
を確信した多くのアメリカ人が一斉にカナダへの
移住を申請したことが原因でした。

　本ワークショップが今後も開催されることを希
望し、開催されるのであれば、再び招待して頂ける
ような研究活動を臨床医学研究室のメンバーで継
続していきたいと考えています。

講演紹介
　以下に興味を持った講演の和訳要旨と所感を記

載しました。

○多能性幹細胞の腱分化
Tendon differentiation of pluripotent stem cells

Guest,D. (アニマルヘルストラスト)
　ウマ多能性幹細胞は、胚盤胞期胚（胚性幹細胞、
ESC）の内部細胞塊および成体細胞への多能性獲
得のリプログラミング（人工多能性幹細胞、iPSC）
から得られる。
　ウマ胚性幹細胞は、in vivoでウマの損傷腱内へ
の移植やin vitroでトランスフォーミング成長因子
β3（TGFβ3）および/またはコラーゲン３次元培
養に応答して、腱細胞に分化することが知られて
いる。一方、ウマiPS細胞は２次元培養でTGF-β3曝
露後に腱関連遺伝子やタンパク質を発現するが、
「人工腱」を作製するために必要な３次元コラーゲ
ンマトリックスを産生できなかった。この理由を
解明するためには、両細胞が機能的な腱への分化
するための３次元培養の有用性とウマiPS細胞と
ウマ胚性幹細胞との間にエピジェネティックな差
異が存在するかどうかを実証する必要がある。
　ウマ胚性幹細胞への短鎖ヘアピンRNA（shRNA）
の過剰発現によって転写因子であるscleraxisの発
現を抑制したところ、 3次元培養において人工腱
の生成が誘導されなかった。このことから、
scleraxisがウマ胚性幹細胞による腱分化に必要で
あることが示唆された。 またscleraxisは胎児由来
腱細胞による人工腱の生成にも必要であり、
shRNAを用いてscleraxisの発現をノックダウンす
ると、COL1A1、COMPおよびSOX9の発現の有意な
減少をもたらした。これらの効果は、その後、
scleraxisの過剰発現によって回復可能であった。
　Guestらの研究グループでは、現状ウマの治療に
用いられている骨髄や脂肪由来の間葉系幹細胞に
は治療の限界があるとの考えから、将来的にはよ
り未分化な多能性幹細胞である胚性幹細胞やiPS
細胞を用いたウマの腱損傷の治療を目標とした研
究を続けている。本講演では、scleraxisという転写
因子が未分化な幹細胞を腱へ分化誘導するために
重要であることを実証した。
　また、臨床における多能性幹細胞の安全性を確
保するためには、それらの分化を制御するメカニ

ズムを理解するとともに、分化誘導された細胞に
ついての免疫特性を理解することも必要である。
演者らは、小規模なin vivo研究において、損傷した
腱へ移植された他家胚性幹細胞が検出可能な免疫
応答を生じないと話した。しかしながら、次に紹介
するSchnabelなどの研究グループとは意見が異な
り、公演後のディスカッションが白熱した。

○同種（他家）骨髄由来間葉系幹細胞の免疫原性 ‒ 
治療の可能性の低下につながるか？
Immunog e n i c i t y  o f  a l l o g e n e i c  b o n e  
marrow-derived MSCs - Does this translate to 
reduced therapeutic potential?
Lauren,V. Schnabel （ノースカロライナ州立大学）
　間葉系幹細胞を腱損傷後の早期に投与すること
は、線維性瘢痕組織が形成された時に治療を試み
るよりも有利であると推定される。このパラダイ
ムは、濃縮骨髄または脂肪由来間質血管画分細胞
のようなpoint-of-careで用いる細胞製品を用いて
達成することができる。しかし、同種他家細胞を使
用しない限り、一般に増殖培養した自家幹細胞で
は実現できない。文献上では、骨髄由来幹細胞は抗
炎症作用および免疫調節作用を有するという強い
証拠が報告されているが、幹細胞の抗原性は依然
として十分に理解されていない。
　FortierおよびSchnabelらの研究によって、ウマ
骨髄由来幹細胞のMHCクラスIIの発現は均一では
ないこと、また、炎症反応を模倣するインターフェ
ロン-γ（IFN-γ）を添加して培養した場合、MHCク
ラスII発現が非常に多様に変化することや、MHC
クラスII陽性幹細胞は混合白血球反応からin vitro
でT細胞の増殖を誘発することができることを明
らかとした。
　Schnabelは今回から初めて参加した研究者で、
幹細胞の免疫調節機構の解明を目指している。本
講演の中では直近の研究成績として、in vivoの実
験で骨髄由来のミスマッチ幹細胞（MHCクラスII
陰性または陽性のいずれであっても）が持続的に
強い交差反応性の抗体応答を誘発できることを紹
介した。また、これらの抗体応答によって、in vitro
の実験では、ドナー幹細胞を死滅させることも検
証したそうである。これらの研究成績は、他家の培

養骨髄由来幹細胞を治療に用いることが禁忌であ
ることを示唆しており。他家幹細胞を移植された
ウマは全身的な影響を受けないかもしれないが、
幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅させ
られ、移植効果の意味がないこと。加えて、再び移
植された時には、レシピエントの免疫系により強
い反応を惹起させる危険性があると結論した。
　犬や猫のペット診療、最近ではウマの獣医師の
中にも他家幹細胞を用いることに抵抗のない獣医
師もいるようで、個人的には危惧してきたところ
である。Schnabelが論じた「他家幹細胞を移植され
たウマは全身的な影響を受けないかもしれない
が、幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅
させられ、移植効果の意味が無い」という言葉が確
信を突いているように思えた。幹細胞を製品とし
て販売し、多くの人に安価に再生医療を提供する
ための他家幹細胞の利用には同意できる。ただし、
「ヒトでの場合に限る」である。ヒトでは他家幹細
胞の移植後、亡くなるまでの間、免疫抑制剤を服用
し続けなければならないという条件が付いても、
疾病が治癒するのであれば他家幹細胞の利用には
同意できる。それには代えられない、大きなメリッ
トがあると思われるからだ。一方、獣医診療ではど
うなのなろうか？安易に、ヒトの他家幹細胞を使
用と獣医診療での他家幹細胞の使用を同列視して
はいけないと考える。

○MSCによる関節軟骨修復の増強および関節内投
与による結果と欠陥の直接投与との比較
Augmentation of Articular Cartilage Repair 
with MSCs and Results with Intra-Articular 
Administration Versus Direct Administration in 
the Defect
Wayne McIlwraith（コロラド州立大学整形外科リ
サーチセンター）
　関節鏡手術は、それが人間の整形外科でそう
あったように、馬の整形外科にも革命をもたらし
た。関節鏡手術がアスリート馬のパフォーマンス
を以前のレベル（またはそれ以上）に戻す技術であ
るが、特に急性の関節軟骨欠損や変形性関節症で
はその技術の限界についても認識する必要があ
る。現在、我々は幹細胞移植治療として、骨髄由来

間葉系幹細胞を、1) 軟骨修復の強化,  2) 骨関節炎,  
3）半月板や冠状靱帯を含む関節内軟部組織の修
復の3つのカテゴリーで使用することに取り組ん
でいる。
　実験や臨床研究では、骨髄由来間葉系幹細胞を
直接的に損傷部に移植する方法と関節内に注射で
移植する方法の両方が実施されてきた。 コーネル
大学のWilkeらが実施したフィブリン内に播種さ
れた幹細胞を用いた研究では、15mmの欠損に
フィブリン単独あるいは1200万個の幹細胞が播
種されたフィブリンを移植した場合、移植30日間
では後者に改善を認めたが、移植から8ヶ月後に
は両者の改善度に有意な差は認められなかったと
報告している。また、フィブリン濃度が播種された
幹細胞の遊走や増殖に及ぼす影響に関するHaleら
の研究では、25％の自己ヒドロゲルにおける幹細
胞の遊走能は100％, 75％および50％のゲルと比
較して、それぞれ、7.3倍, 5.2倍および4.6倍高かっ
た。自家血小板増強フィブリン（APEF）に播種され
た骨髄由来間葉系幹細胞を移植した研究では、
APEF とともに骨髄由来間葉系幹細胞を移植する
より、APEF単独の方が有意な修復を増強すること

が示された。 さらに、APEF とともに骨髄由来間葉
系幹細胞を移植した群の4/12は欠損が骨組織で
構成されていた。一方、骨髄濃縮物の使用は、直接
的に局所に移植された場合、微小骨折だけに優位
な改善を示した。 
　臨床研究では、関節内への骨髄由来間葉系幹細
胞の注射による移植を実施し、グレード3の半月
板裂傷を伴う症例を含めて関節鏡手術で治療した
大腿脛骨関節の損傷において優れた転帰を示し
た。同様に、骨・軟骨の全層欠損モデルを用いた臨
床研究において骨髄由来間葉系幹細胞の注射によ
る移植は、修復組織の強度の増加およびアグリカ
ン含量の増加を示した。
　本講演を要約すると、フィブリンおよび/または
PRP内のマトリックスに播種した骨髄由来間葉系
幹細胞は関節の治療には最適ではない可能性があ
り、軟骨に存在する自己軟骨前駆細胞もいくらか
の効果をもたらすことから、McIlwraithらは骨欠
損部に骨髄由来幹細胞を埋入させることよりも、
関節内に注射で移植することの方が有意義だと考
えていると語っていた。

海 外 報 告

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周

　平成28年11月5日から11月9日までの5日間米
国フロリダ州フォートマイヤーズのHya t t  
Regency Coconut Point Resort And Spaにおいて
開催された学術会議「Havemeyer Conference on 
Regenerative Medicine II」に招聘され、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、各国の研究者とディスカッションをしてきま
した。本稿では、このワークショップの概要と参加
して得られたウマの再生医療に関する最新の知見
について紹介致します。

Havemeyer Conferenceとは？
　そもそも「Havemeyer Conferenceとは？」とい
う読者が多いと思いますので、そこからお話しし
たいと思います。ドロシー・ラッセル・ハブマイ
アー財団は馬の健康と福祉に関する研究の推進を
目的に、主要研究やワークショップの開催に関し
て運営資金を提供する1979年に創設された私設
の財団です。今回参加した学術会議もこのサポー
トを受けて開催されており、会議の冠名に
「Havemeyer Conference」がついています。近年で
は、財団のサポートを得るためにウマに関連する
あらゆる学術分野の多数の研究者がワークショッ
プの開催を申請するため、競争倍率も高く、簡単に
サポートを得るという訳にはいかないようです。

ワークショップ「再生医療II」
　2011年に「再生医療」というテーマの下、英国の
　Royal Veterinary CollegeのSmith教授と米国の
Cornel University のFortier教授が第1回のワーク
ショップを企画し、世界８ヶ国からその国の主要

研究者、総勢28名が招集されました。招待を受諾
した研究者は現地の最寄りの空港までの旅費は負
担するものの、滞在費、食費、現地での交通費など、
その他の費用は全て財団から提供されます。今回
は、それから5年後の2回目の開催となります。私
は第1回のワークショップにも招聘され、大変光
栄なことに今回も招待状が届き、依頼を快諾した
次第です。
　本ワークショップでは獣医学の分野からだけで
はなく、医学分野からも研究者が招待され、ヒトと
ウマの運動器の再生医療における最先端の研究が
紹介されました。前回もそうでしたが、招待状を受
け取った研究者全員が参加し、世界８ヶ国から26
名が集まりました（写真1）。

　2回目の参加となる今回は、“臨床セッション”の
座長の大役もお引き受けすることになり、その
セッション中で、私は日本の競走馬の腱損傷に対
する幹細胞移植治療の臨床試験成績や、現在研究
を進めている新しい幹細胞の移植方法について講
演させて頂きました。

写真1　招聘研究者達（8ヶ国から26名）と
　　　  Havemeyer財団の方3名とのグループ写真

Havemeyer Conference
on Regenerative Medicine IIに参加して

　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。



（295）

飲みにケーション？
　そもそも、世界のトップを走る研究者が招聘さ
れていることから、誰がどのような研究をしてい
るかは既にお互いが理解しており、発表内容につ
いても国際学会での発表や論文発表によって概ね
予想していた内容でした。よって、本ワークショッ
プでは基本的に発表後のディスカッションに重点
が置かれています。このため、各研究者には30分
の講演時間が与えられていましたが、「プレゼンは
10分間程度で完了するように」と事前に指示を受
けていました。予想通り、最初の講演からディス
カッションが白熱し、初日からスケジュールの遅
延が発生し、座長のタイムマネージメントが極め
て重要なワークショップとなりました。　
　基本的に参加者全員が会議時間以外にも朝食・
昼食・夕食、良くも悪くもその後のバーカウンター
までも一緒に過ごすので、起きてから寝るまで何
処でもディスカッションするスタイルが
Havemeyer meetingの最大の特徴と言えます。日
本人の悪い習慣と呼ばれる「飲みにケーション」も
本ワークショップでは大歓迎のようです。ですか
ら、今回新しく招待されて参加した研究者までも
全員の顔と名前を覚えるのに1日とかかりません
でした（写真2～5）。

再生医療研究の成熟
　記憶を掘り起こせば、2011年の第1回のワーク
ショップでは「再生医療の理想や夢の実現」に取り
組む研究が中心に語られました。そして、その後の
3年間で、世界的にウマの腱・靱帯損傷や関節軟骨
損傷への幹細胞移植治療の臨床応用はあっという
間に、しかも、熱狂的に広がりました。また、それに
続く2年間では再生医療ビジネスへの企業の参画
が加速され、さらに拡大を続けています。しかしな
がら、研究者はこの5年間で再生医療の理想と現
実のギャップに気づき始め、冷静かつ戦略的な研
究を立案するようになりました。この時期に開催
された今回のワークショップでは、「何故、治療効
果が期待どおりではないのか？」の理由や改善策
を探るための研究が紹介されていました。例えば、
iPS細胞を用いてもウマの腱組織が再生されない
ことや、免疫に寛容であるとされる骨髄幹細胞で
あっても他家細胞の移植では免疫反応が生じるた
め効果が得られにくいことなどが報告され、個人
的には興味を持ちました（詳細は講演紹介で後
述）。そして、皆の研究やディスカッションで共通
していたのは、基礎研究の必要性でした。直ぐに成
果が得られそうにない基礎研究こそが、再生医療
の現実を見つめ直すこの時期に重要となってい

ます。

余談
　最後に余談を一つ、このワークショップが開催
期間中には、必ず全米を揺るがす大事件が起こり
ます。5年前の2011年5月に開催された第1回の
ワークショップの時は、夕食の時間に一人の研究
者がTwitterのニュースを見て大声を張り上げま
した。すると、意味がわからなかった私を除く全員
が立ち上がり、歓声と拍手が起こりました。その
ニュースとは、イスラム過激派テロリスト「アルカ
イーダ」の司令官でアメリカ同時多発テロの首謀
者とされるオサマ・ビンラディンが米国軍との銃
撃戦で殺害されたというものでした。では、それか
ら５年後の今回は、何が起こったのでしょう？会
議最終日の前夜、多くの研究者が1室に集結し、ア
ルコールを口にしながらテレビに釘付けになりま
した（写真６）。それは、米国大統領選挙の開票速報
のニュース番組でした。各州の結果が次々と伝え
られ、参加した各国の研究者の予想を裏切る大統
領が誕生したことは、周知の通りですね。選挙結果
に大きく影響すると言われていたフロリダ州の開
票結果が速報された数分後、カナダから参加して
いる研究者がTwitterを見て「カナダの移民局がパ
ンクしたそうだ！」と告げました。選挙の勝敗が確
定する前でしたが、重要選挙区の勝敗で概ね結果
を確信した多くのアメリカ人が一斉にカナダへの
移住を申請したことが原因でした。

　本ワークショップが今後も開催されることを希
望し、開催されるのであれば、再び招待して頂ける
ような研究活動を臨床医学研究室のメンバーで継
続していきたいと考えています。

講演紹介
　以下に興味を持った講演の和訳要旨と所感を記

載しました。

○多能性幹細胞の腱分化
Tendon differentiation of pluripotent stem cells

Guest,D. (アニマルヘルストラスト)
　ウマ多能性幹細胞は、胚盤胞期胚（胚性幹細胞、
ESC）の内部細胞塊および成体細胞への多能性獲
得のリプログラミング（人工多能性幹細胞、iPSC）
から得られる。
　ウマ胚性幹細胞は、in vivoでウマの損傷腱内へ
の移植やin vitroでトランスフォーミング成長因子
β3（TGFβ3）および/またはコラーゲン３次元培
養に応答して、腱細胞に分化することが知られて
いる。一方、ウマiPS細胞は２次元培養でTGF-β3曝
露後に腱関連遺伝子やタンパク質を発現するが、
「人工腱」を作製するために必要な３次元コラーゲ
ンマトリックスを産生できなかった。この理由を
解明するためには、両細胞が機能的な腱への分化
するための３次元培養の有用性とウマiPS細胞と
ウマ胚性幹細胞との間にエピジェネティックな差
異が存在するかどうかを実証する必要がある。
　ウマ胚性幹細胞への短鎖ヘアピンRNA（shRNA）
の過剰発現によって転写因子であるscleraxisの発
現を抑制したところ、 3次元培養において人工腱
の生成が誘導されなかった。このことから、
scleraxisがウマ胚性幹細胞による腱分化に必要で
あることが示唆された。 またscleraxisは胎児由来
腱細胞による人工腱の生成にも必要であり、
shRNAを用いてscleraxisの発現をノックダウンす
ると、COL1A1、COMPおよびSOX9の発現の有意な
減少をもたらした。これらの効果は、その後、
scleraxisの過剰発現によって回復可能であった。
　Guestらの研究グループでは、現状ウマの治療に
用いられている骨髄や脂肪由来の間葉系幹細胞に
は治療の限界があるとの考えから、将来的にはよ
り未分化な多能性幹細胞である胚性幹細胞やiPS
細胞を用いたウマの腱損傷の治療を目標とした研
究を続けている。本講演では、scleraxisという転写
因子が未分化な幹細胞を腱へ分化誘導するために
重要であることを実証した。
　また、臨床における多能性幹細胞の安全性を確
保するためには、それらの分化を制御するメカニ

ズムを理解するとともに、分化誘導された細胞に
ついての免疫特性を理解することも必要である。
演者らは、小規模なin vivo研究において、損傷した
腱へ移植された他家胚性幹細胞が検出可能な免疫
応答を生じないと話した。しかしながら、次に紹介
するSchnabelなどの研究グループとは意見が異な
り、公演後のディスカッションが白熱した。

○同種（他家）骨髄由来間葉系幹細胞の免疫原性 ‒ 
治療の可能性の低下につながるか？
Immunog e n i c i t y  o f  a l l o g e n e i c  b o n e  
marrow-derived MSCs - Does this translate to 
reduced therapeutic potential?
Lauren,V. Schnabel （ノースカロライナ州立大学）
　間葉系幹細胞を腱損傷後の早期に投与すること
は、線維性瘢痕組織が形成された時に治療を試み
るよりも有利であると推定される。このパラダイ
ムは、濃縮骨髄または脂肪由来間質血管画分細胞
のようなpoint-of-careで用いる細胞製品を用いて
達成することができる。しかし、同種他家細胞を使
用しない限り、一般に増殖培養した自家幹細胞で
は実現できない。文献上では、骨髄由来幹細胞は抗
炎症作用および免疫調節作用を有するという強い
証拠が報告されているが、幹細胞の抗原性は依然
として十分に理解されていない。
　FortierおよびSchnabelらの研究によって、ウマ
骨髄由来幹細胞のMHCクラスIIの発現は均一では
ないこと、また、炎症反応を模倣するインターフェ
ロン-γ（IFN-γ）を添加して培養した場合、MHCク
ラスII発現が非常に多様に変化することや、MHC
クラスII陽性幹細胞は混合白血球反応からin vitro
でT細胞の増殖を誘発することができることを明
らかとした。
　Schnabelは今回から初めて参加した研究者で、
幹細胞の免疫調節機構の解明を目指している。本
講演の中では直近の研究成績として、in vivoの実
験で骨髄由来のミスマッチ幹細胞（MHCクラスII
陰性または陽性のいずれであっても）が持続的に
強い交差反応性の抗体応答を誘発できることを紹
介した。また、これらの抗体応答によって、in vitro
の実験では、ドナー幹細胞を死滅させることも検
証したそうである。これらの研究成績は、他家の培

養骨髄由来幹細胞を治療に用いることが禁忌であ
ることを示唆しており。他家幹細胞を移植された
ウマは全身的な影響を受けないかもしれないが、
幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅させ
られ、移植効果の意味がないこと。加えて、再び移
植された時には、レシピエントの免疫系により強
い反応を惹起させる危険性があると結論した。
　犬や猫のペット診療、最近ではウマの獣医師の
中にも他家幹細胞を用いることに抵抗のない獣医
師もいるようで、個人的には危惧してきたところ
である。Schnabelが論じた「他家幹細胞を移植され
たウマは全身的な影響を受けないかもしれない
が、幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅
させられ、移植効果の意味が無い」という言葉が確
信を突いているように思えた。幹細胞を製品とし
て販売し、多くの人に安価に再生医療を提供する
ための他家幹細胞の利用には同意できる。ただし、
「ヒトでの場合に限る」である。ヒトでは他家幹細
胞の移植後、亡くなるまでの間、免疫抑制剤を服用
し続けなければならないという条件が付いても、
疾病が治癒するのであれば他家幹細胞の利用には
同意できる。それには代えられない、大きなメリッ
トがあると思われるからだ。一方、獣医診療ではど
うなのなろうか？安易に、ヒトの他家幹細胞を使
用と獣医診療での他家幹細胞の使用を同列視して
はいけないと考える。

○MSCによる関節軟骨修復の増強および関節内投
与による結果と欠陥の直接投与との比較
Augmentation of Articular Cartilage Repair 
with MSCs and Results with Intra-Articular 
Administration Versus Direct Administration in 
the Defect
Wayne McIlwraith（コロラド州立大学整形外科リ
サーチセンター）
　関節鏡手術は、それが人間の整形外科でそう
あったように、馬の整形外科にも革命をもたらし
た。関節鏡手術がアスリート馬のパフォーマンス
を以前のレベル（またはそれ以上）に戻す技術であ
るが、特に急性の関節軟骨欠損や変形性関節症で
はその技術の限界についても認識する必要があ
る。現在、我々は幹細胞移植治療として、骨髄由来

間葉系幹細胞を、1) 軟骨修復の強化,  2) 骨関節炎,  
3）半月板や冠状靱帯を含む関節内軟部組織の修
復の3つのカテゴリーで使用することに取り組ん
でいる。
　実験や臨床研究では、骨髄由来間葉系幹細胞を
直接的に損傷部に移植する方法と関節内に注射で
移植する方法の両方が実施されてきた。 コーネル
大学のWilkeらが実施したフィブリン内に播種さ
れた幹細胞を用いた研究では、15mmの欠損に
フィブリン単独あるいは1200万個の幹細胞が播
種されたフィブリンを移植した場合、移植30日間
では後者に改善を認めたが、移植から8ヶ月後に
は両者の改善度に有意な差は認められなかったと
報告している。また、フィブリン濃度が播種された
幹細胞の遊走や増殖に及ぼす影響に関するHaleら
の研究では、25％の自己ヒドロゲルにおける幹細
胞の遊走能は100％, 75％および50％のゲルと比
較して、それぞれ、7.3倍, 5.2倍および4.6倍高かっ
た。自家血小板増強フィブリン（APEF）に播種され
た骨髄由来間葉系幹細胞を移植した研究では、
APEF とともに骨髄由来間葉系幹細胞を移植する
より、APEF単独の方が有意な修復を増強すること

が示された。 さらに、APEF とともに骨髄由来間葉
系幹細胞を移植した群の4/12は欠損が骨組織で
構成されていた。一方、骨髄濃縮物の使用は、直接
的に局所に移植された場合、微小骨折だけに優位
な改善を示した。 
　臨床研究では、関節内への骨髄由来間葉系幹細
胞の注射による移植を実施し、グレード3の半月
板裂傷を伴う症例を含めて関節鏡手術で治療した
大腿脛骨関節の損傷において優れた転帰を示し
た。同様に、骨・軟骨の全層欠損モデルを用いた臨
床研究において骨髄由来間葉系幹細胞の注射によ
る移植は、修復組織の強度の増加およびアグリカ
ン含量の増加を示した。
　本講演を要約すると、フィブリンおよび/または
PRP内のマトリックスに播種した骨髄由来間葉系
幹細胞は関節の治療には最適ではない可能性があ
り、軟骨に存在する自己軟骨前駆細胞もいくらか
の効果をもたらすことから、McIlwraithらは骨欠
損部に骨髄由来幹細胞を埋入させることよりも、
関節内に注射で移植することの方が有意義だと考
えていると語っていた。

　平成28年11月5日から11月9日までの5日間米
国フロリダ州フォートマイヤーズのHya t t  
Regency Coconut Point Resort And Spaにおいて
開催された学術会議「Havemeyer Conference on 
Regenerative Medicine II」に招聘され、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、各国の研究者とディスカッションをしてきま
した。本稿では、このワークショップの概要と参加
して得られたウマの再生医療に関する最新の知見
について紹介致します。

Havemeyer Conferenceとは？
　そもそも「Havemeyer Conferenceとは？」とい
う読者が多いと思いますので、そこからお話しし
たいと思います。ドロシー・ラッセル・ハブマイ
アー財団は馬の健康と福祉に関する研究の推進を
目的に、主要研究やワークショップの開催に関し
て運営資金を提供する1979年に創設された私設
の財団です。今回参加した学術会議もこのサポー
トを受けて開催されており、会議の冠名に
「Havemeyer Conference」がついています。近年で
は、財団のサポートを得るためにウマに関連する
あらゆる学術分野の多数の研究者がワークショッ
プの開催を申請するため、競争倍率も高く、簡単に
サポートを得るという訳にはいかないようです。

ワークショップ「再生医療II」
　2011年に「再生医療」というテーマの下、英国の
　Royal Veterinary CollegeのSmith教授と米国の
Cornel University のFortier教授が第1回のワーク
ショップを企画し、世界８ヶ国からその国の主要

研究者、総勢28名が招集されました。招待を受諾
した研究者は現地の最寄りの空港までの旅費は負
担するものの、滞在費、食費、現地での交通費など、
その他の費用は全て財団から提供されます。今回
は、それから5年後の2回目の開催となります。私
は第1回のワークショップにも招聘され、大変光
栄なことに今回も招待状が届き、依頼を快諾した
次第です。
　本ワークショップでは獣医学の分野からだけで
はなく、医学分野からも研究者が招待され、ヒトと
ウマの運動器の再生医療における最先端の研究が
紹介されました。前回もそうでしたが、招待状を受
け取った研究者全員が参加し、世界８ヶ国から26
名が集まりました（写真1）。

　2回目の参加となる今回は、“臨床セッション”の
座長の大役もお引き受けすることになり、その
セッション中で、私は日本の競走馬の腱損傷に対
する幹細胞移植治療の臨床試験成績や、現在研究
を進めている新しい幹細胞の移植方法について講
演させて頂きました。

写真2　会議場

写真3　食事中も討論が始まる

写真4　ディナー中も討論は続く

写真5　バーでは、多少リラックス。

　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。
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飲みにケーション？
　そもそも、世界のトップを走る研究者が招聘さ
れていることから、誰がどのような研究をしてい
るかは既にお互いが理解しており、発表内容につ
いても国際学会での発表や論文発表によって概ね
予想していた内容でした。よって、本ワークショッ
プでは基本的に発表後のディスカッションに重点
が置かれています。このため、各研究者には30分
の講演時間が与えられていましたが、「プレゼンは
10分間程度で完了するように」と事前に指示を受
けていました。予想通り、最初の講演からディス
カッションが白熱し、初日からスケジュールの遅
延が発生し、座長のタイムマネージメントが極め
て重要なワークショップとなりました。　
　基本的に参加者全員が会議時間以外にも朝食・
昼食・夕食、良くも悪くもその後のバーカウンター
までも一緒に過ごすので、起きてから寝るまで何
処でもディスカッションするスタイルが
Havemeyer meetingの最大の特徴と言えます。日
本人の悪い習慣と呼ばれる「飲みにケーション」も
本ワークショップでは大歓迎のようです。ですか
ら、今回新しく招待されて参加した研究者までも
全員の顔と名前を覚えるのに1日とかかりません
でした（写真2～5）。

再生医療研究の成熟
　記憶を掘り起こせば、2011年の第1回のワーク
ショップでは「再生医療の理想や夢の実現」に取り
組む研究が中心に語られました。そして、その後の
3年間で、世界的にウマの腱・靱帯損傷や関節軟骨
損傷への幹細胞移植治療の臨床応用はあっという
間に、しかも、熱狂的に広がりました。また、それに
続く2年間では再生医療ビジネスへの企業の参画
が加速され、さらに拡大を続けています。しかしな
がら、研究者はこの5年間で再生医療の理想と現
実のギャップに気づき始め、冷静かつ戦略的な研
究を立案するようになりました。この時期に開催
された今回のワークショップでは、「何故、治療効
果が期待どおりではないのか？」の理由や改善策
を探るための研究が紹介されていました。例えば、
iPS細胞を用いてもウマの腱組織が再生されない
ことや、免疫に寛容であるとされる骨髄幹細胞で
あっても他家細胞の移植では免疫反応が生じるた
め効果が得られにくいことなどが報告され、個人
的には興味を持ちました（詳細は講演紹介で後
述）。そして、皆の研究やディスカッションで共通
していたのは、基礎研究の必要性でした。直ぐに成
果が得られそうにない基礎研究こそが、再生医療
の現実を見つめ直すこの時期に重要となってい

ます。

余談
　最後に余談を一つ、このワークショップが開催
期間中には、必ず全米を揺るがす大事件が起こり
ます。5年前の2011年5月に開催された第1回の
ワークショップの時は、夕食の時間に一人の研究
者がTwitterのニュースを見て大声を張り上げま
した。すると、意味がわからなかった私を除く全員
が立ち上がり、歓声と拍手が起こりました。その
ニュースとは、イスラム過激派テロリスト「アルカ
イーダ」の司令官でアメリカ同時多発テロの首謀
者とされるオサマ・ビンラディンが米国軍との銃
撃戦で殺害されたというものでした。では、それか
ら５年後の今回は、何が起こったのでしょう？会
議最終日の前夜、多くの研究者が1室に集結し、ア
ルコールを口にしながらテレビに釘付けになりま
した（写真６）。それは、米国大統領選挙の開票速報
のニュース番組でした。各州の結果が次々と伝え
られ、参加した各国の研究者の予想を裏切る大統
領が誕生したことは、周知の通りですね。選挙結果
に大きく影響すると言われていたフロリダ州の開
票結果が速報された数分後、カナダから参加して
いる研究者がTwitterを見て「カナダの移民局がパ
ンクしたそうだ！」と告げました。選挙の勝敗が確
定する前でしたが、重要選挙区の勝敗で概ね結果
を確信した多くのアメリカ人が一斉にカナダへの
移住を申請したことが原因でした。

　本ワークショップが今後も開催されることを希
望し、開催されるのであれば、再び招待して頂ける
ような研究活動を臨床医学研究室のメンバーで継
続していきたいと考えています。

講演紹介
　以下に興味を持った講演の和訳要旨と所感を記

載しました。

○多能性幹細胞の腱分化
Tendon differentiation of pluripotent stem cells

Guest,D. (アニマルヘルストラスト)
　ウマ多能性幹細胞は、胚盤胞期胚（胚性幹細胞、
ESC）の内部細胞塊および成体細胞への多能性獲
得のリプログラミング（人工多能性幹細胞、iPSC）
から得られる。
　ウマ胚性幹細胞は、in vivoでウマの損傷腱内へ
の移植やin vitroでトランスフォーミング成長因子
β3（TGFβ3）および/またはコラーゲン３次元培
養に応答して、腱細胞に分化することが知られて
いる。一方、ウマiPS細胞は２次元培養でTGF-β3曝
露後に腱関連遺伝子やタンパク質を発現するが、
「人工腱」を作製するために必要な３次元コラーゲ
ンマトリックスを産生できなかった。この理由を
解明するためには、両細胞が機能的な腱への分化
するための３次元培養の有用性とウマiPS細胞と
ウマ胚性幹細胞との間にエピジェネティックな差
異が存在するかどうかを実証する必要がある。
　ウマ胚性幹細胞への短鎖ヘアピンRNA（shRNA）
の過剰発現によって転写因子であるscleraxisの発
現を抑制したところ、 3次元培養において人工腱
の生成が誘導されなかった。このことから、
scleraxisがウマ胚性幹細胞による腱分化に必要で
あることが示唆された。 またscleraxisは胎児由来
腱細胞による人工腱の生成にも必要であり、
shRNAを用いてscleraxisの発現をノックダウンす
ると、COL1A1、COMPおよびSOX9の発現の有意な
減少をもたらした。これらの効果は、その後、
scleraxisの過剰発現によって回復可能であった。
　Guestらの研究グループでは、現状ウマの治療に
用いられている骨髄や脂肪由来の間葉系幹細胞に
は治療の限界があるとの考えから、将来的にはよ
り未分化な多能性幹細胞である胚性幹細胞やiPS
細胞を用いたウマの腱損傷の治療を目標とした研
究を続けている。本講演では、scleraxisという転写
因子が未分化な幹細胞を腱へ分化誘導するために
重要であることを実証した。
　また、臨床における多能性幹細胞の安全性を確
保するためには、それらの分化を制御するメカニ

ズムを理解するとともに、分化誘導された細胞に
ついての免疫特性を理解することも必要である。
演者らは、小規模なin vivo研究において、損傷した
腱へ移植された他家胚性幹細胞が検出可能な免疫
応答を生じないと話した。しかしながら、次に紹介
するSchnabelなどの研究グループとは意見が異な
り、公演後のディスカッションが白熱した。

○同種（他家）骨髄由来間葉系幹細胞の免疫原性 ‒ 
治療の可能性の低下につながるか？
Immunog e n i c i t y  o f  a l l o g e n e i c  b o n e  
marrow-derived MSCs - Does this translate to 
reduced therapeutic potential?
Lauren,V. Schnabel （ノースカロライナ州立大学）
　間葉系幹細胞を腱損傷後の早期に投与すること
は、線維性瘢痕組織が形成された時に治療を試み
るよりも有利であると推定される。このパラダイ
ムは、濃縮骨髄または脂肪由来間質血管画分細胞
のようなpoint-of-careで用いる細胞製品を用いて
達成することができる。しかし、同種他家細胞を使
用しない限り、一般に増殖培養した自家幹細胞で
は実現できない。文献上では、骨髄由来幹細胞は抗
炎症作用および免疫調節作用を有するという強い
証拠が報告されているが、幹細胞の抗原性は依然
として十分に理解されていない。
　FortierおよびSchnabelらの研究によって、ウマ
骨髄由来幹細胞のMHCクラスIIの発現は均一では
ないこと、また、炎症反応を模倣するインターフェ
ロン-γ（IFN-γ）を添加して培養した場合、MHCク
ラスII発現が非常に多様に変化することや、MHC
クラスII陽性幹細胞は混合白血球反応からin vitro
でT細胞の増殖を誘発することができることを明
らかとした。
　Schnabelは今回から初めて参加した研究者で、
幹細胞の免疫調節機構の解明を目指している。本
講演の中では直近の研究成績として、in vivoの実
験で骨髄由来のミスマッチ幹細胞（MHCクラスII
陰性または陽性のいずれであっても）が持続的に
強い交差反応性の抗体応答を誘発できることを紹
介した。また、これらの抗体応答によって、in vitro
の実験では、ドナー幹細胞を死滅させることも検
証したそうである。これらの研究成績は、他家の培

養骨髄由来幹細胞を治療に用いることが禁忌であ
ることを示唆しており。他家幹細胞を移植された
ウマは全身的な影響を受けないかもしれないが、
幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅させ
られ、移植効果の意味がないこと。加えて、再び移
植された時には、レシピエントの免疫系により強
い反応を惹起させる危険性があると結論した。
　犬や猫のペット診療、最近ではウマの獣医師の
中にも他家幹細胞を用いることに抵抗のない獣医
師もいるようで、個人的には危惧してきたところ
である。Schnabelが論じた「他家幹細胞を移植され
たウマは全身的な影響を受けないかもしれない
が、幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅
させられ、移植効果の意味が無い」という言葉が確
信を突いているように思えた。幹細胞を製品とし
て販売し、多くの人に安価に再生医療を提供する
ための他家幹細胞の利用には同意できる。ただし、
「ヒトでの場合に限る」である。ヒトでは他家幹細
胞の移植後、亡くなるまでの間、免疫抑制剤を服用
し続けなければならないという条件が付いても、
疾病が治癒するのであれば他家幹細胞の利用には
同意できる。それには代えられない、大きなメリッ
トがあると思われるからだ。一方、獣医診療ではど
うなのなろうか？安易に、ヒトの他家幹細胞を使
用と獣医診療での他家幹細胞の使用を同列視して
はいけないと考える。

○MSCによる関節軟骨修復の増強および関節内投
与による結果と欠陥の直接投与との比較
Augmentation of Articular Cartilage Repair 
with MSCs and Results with Intra-Articular 
Administration Versus Direct Administration in 
the Defect
Wayne McIlwraith（コロラド州立大学整形外科リ
サーチセンター）
　関節鏡手術は、それが人間の整形外科でそう
あったように、馬の整形外科にも革命をもたらし
た。関節鏡手術がアスリート馬のパフォーマンス
を以前のレベル（またはそれ以上）に戻す技術であ
るが、特に急性の関節軟骨欠損や変形性関節症で
はその技術の限界についても認識する必要があ
る。現在、我々は幹細胞移植治療として、骨髄由来

間葉系幹細胞を、1) 軟骨修復の強化,  2) 骨関節炎,  
3）半月板や冠状靱帯を含む関節内軟部組織の修
復の3つのカテゴリーで使用することに取り組ん
でいる。
　実験や臨床研究では、骨髄由来間葉系幹細胞を
直接的に損傷部に移植する方法と関節内に注射で
移植する方法の両方が実施されてきた。 コーネル
大学のWilkeらが実施したフィブリン内に播種さ
れた幹細胞を用いた研究では、15mmの欠損に
フィブリン単独あるいは1200万個の幹細胞が播
種されたフィブリンを移植した場合、移植30日間
では後者に改善を認めたが、移植から8ヶ月後に
は両者の改善度に有意な差は認められなかったと
報告している。また、フィブリン濃度が播種された
幹細胞の遊走や増殖に及ぼす影響に関するHaleら
の研究では、25％の自己ヒドロゲルにおける幹細
胞の遊走能は100％, 75％および50％のゲルと比
較して、それぞれ、7.3倍, 5.2倍および4.6倍高かっ
た。自家血小板増強フィブリン（APEF）に播種され
た骨髄由来間葉系幹細胞を移植した研究では、
APEF とともに骨髄由来間葉系幹細胞を移植する
より、APEF単独の方が有意な修復を増強すること

が示された。 さらに、APEF とともに骨髄由来間葉
系幹細胞を移植した群の4/12は欠損が骨組織で
構成されていた。一方、骨髄濃縮物の使用は、直接
的に局所に移植された場合、微小骨折だけに優位
な改善を示した。 
　臨床研究では、関節内への骨髄由来間葉系幹細
胞の注射による移植を実施し、グレード3の半月
板裂傷を伴う症例を含めて関節鏡手術で治療した
大腿脛骨関節の損傷において優れた転帰を示し
た。同様に、骨・軟骨の全層欠損モデルを用いた臨
床研究において骨髄由来間葉系幹細胞の注射によ
る移植は、修復組織の強度の増加およびアグリカ
ン含量の増加を示した。
　本講演を要約すると、フィブリンおよび/または
PRP内のマトリックスに播種した骨髄由来間葉系
幹細胞は関節の治療には最適ではない可能性があ
り、軟骨に存在する自己軟骨前駆細胞もいくらか
の効果をもたらすことから、McIlwraithらは骨欠
損部に骨髄由来幹細胞を埋入させることよりも、
関節内に注射で移植することの方が有意義だと考
えていると語っていた。

　平成28年11月5日から11月9日までの5日間米
国フロリダ州フォートマイヤーズのHya t t  
Regency Coconut Point Resort And Spaにおいて
開催された学術会議「Havemeyer Conference on 
Regenerative Medicine II」に招聘され、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、各国の研究者とディスカッションをしてきま
した。本稿では、このワークショップの概要と参加
して得られたウマの再生医療に関する最新の知見
について紹介致します。

Havemeyer Conferenceとは？
　そもそも「Havemeyer Conferenceとは？」とい
う読者が多いと思いますので、そこからお話しし
たいと思います。ドロシー・ラッセル・ハブマイ
アー財団は馬の健康と福祉に関する研究の推進を
目的に、主要研究やワークショップの開催に関し
て運営資金を提供する1979年に創設された私設
の財団です。今回参加した学術会議もこのサポー
トを受けて開催されており、会議の冠名に
「Havemeyer Conference」がついています。近年で
は、財団のサポートを得るためにウマに関連する
あらゆる学術分野の多数の研究者がワークショッ
プの開催を申請するため、競争倍率も高く、簡単に
サポートを得るという訳にはいかないようです。

ワークショップ「再生医療II」
　2011年に「再生医療」というテーマの下、英国の
　Royal Veterinary CollegeのSmith教授と米国の
Cornel University のFortier教授が第1回のワーク
ショップを企画し、世界８ヶ国からその国の主要

研究者、総勢28名が招集されました。招待を受諾
した研究者は現地の最寄りの空港までの旅費は負
担するものの、滞在費、食費、現地での交通費など、
その他の費用は全て財団から提供されます。今回
は、それから5年後の2回目の開催となります。私
は第1回のワークショップにも招聘され、大変光
栄なことに今回も招待状が届き、依頼を快諾した
次第です。
　本ワークショップでは獣医学の分野からだけで
はなく、医学分野からも研究者が招待され、ヒトと
ウマの運動器の再生医療における最先端の研究が
紹介されました。前回もそうでしたが、招待状を受
け取った研究者全員が参加し、世界８ヶ国から26
名が集まりました（写真1）。

　2回目の参加となる今回は、“臨床セッション”の
座長の大役もお引き受けすることになり、その
セッション中で、私は日本の競走馬の腱損傷に対
する幹細胞移植治療の臨床試験成績や、現在研究
を進めている新しい幹細胞の移植方法について講
演させて頂きました。

写真6　【余談】
カンファレンス中にはアメリカの大統領選挙が開催され、アメ
リカ人も非アメリカ人も報道番組の開票速報に釘付けでした。

　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。
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飲みにケーション？
　そもそも、世界のトップを走る研究者が招聘さ
れていることから、誰がどのような研究をしてい
るかは既にお互いが理解しており、発表内容につ
いても国際学会での発表や論文発表によって概ね
予想していた内容でした。よって、本ワークショッ
プでは基本的に発表後のディスカッションに重点
が置かれています。このため、各研究者には30分
の講演時間が与えられていましたが、「プレゼンは
10分間程度で完了するように」と事前に指示を受
けていました。予想通り、最初の講演からディス
カッションが白熱し、初日からスケジュールの遅
延が発生し、座長のタイムマネージメントが極め
て重要なワークショップとなりました。　
　基本的に参加者全員が会議時間以外にも朝食・
昼食・夕食、良くも悪くもその後のバーカウンター
までも一緒に過ごすので、起きてから寝るまで何
処でもディスカッションするスタイルが
Havemeyer meetingの最大の特徴と言えます。日
本人の悪い習慣と呼ばれる「飲みにケーション」も
本ワークショップでは大歓迎のようです。ですか
ら、今回新しく招待されて参加した研究者までも
全員の顔と名前を覚えるのに1日とかかりません
でした（写真2～5）。

再生医療研究の成熟
　記憶を掘り起こせば、2011年の第1回のワーク
ショップでは「再生医療の理想や夢の実現」に取り
組む研究が中心に語られました。そして、その後の
3年間で、世界的にウマの腱・靱帯損傷や関節軟骨
損傷への幹細胞移植治療の臨床応用はあっという
間に、しかも、熱狂的に広がりました。また、それに
続く2年間では再生医療ビジネスへの企業の参画
が加速され、さらに拡大を続けています。しかしな
がら、研究者はこの5年間で再生医療の理想と現
実のギャップに気づき始め、冷静かつ戦略的な研
究を立案するようになりました。この時期に開催
された今回のワークショップでは、「何故、治療効
果が期待どおりではないのか？」の理由や改善策
を探るための研究が紹介されていました。例えば、
iPS細胞を用いてもウマの腱組織が再生されない
ことや、免疫に寛容であるとされる骨髄幹細胞で
あっても他家細胞の移植では免疫反応が生じるた
め効果が得られにくいことなどが報告され、個人
的には興味を持ちました（詳細は講演紹介で後
述）。そして、皆の研究やディスカッションで共通
していたのは、基礎研究の必要性でした。直ぐに成
果が得られそうにない基礎研究こそが、再生医療
の現実を見つめ直すこの時期に重要となってい

ます。

余談
　最後に余談を一つ、このワークショップが開催
期間中には、必ず全米を揺るがす大事件が起こり
ます。5年前の2011年5月に開催された第1回の
ワークショップの時は、夕食の時間に一人の研究
者がTwitterのニュースを見て大声を張り上げま
した。すると、意味がわからなかった私を除く全員
が立ち上がり、歓声と拍手が起こりました。その
ニュースとは、イスラム過激派テロリスト「アルカ
イーダ」の司令官でアメリカ同時多発テロの首謀
者とされるオサマ・ビンラディンが米国軍との銃
撃戦で殺害されたというものでした。では、それか
ら５年後の今回は、何が起こったのでしょう？会
議最終日の前夜、多くの研究者が1室に集結し、ア
ルコールを口にしながらテレビに釘付けになりま
した（写真６）。それは、米国大統領選挙の開票速報
のニュース番組でした。各州の結果が次々と伝え
られ、参加した各国の研究者の予想を裏切る大統
領が誕生したことは、周知の通りですね。選挙結果
に大きく影響すると言われていたフロリダ州の開
票結果が速報された数分後、カナダから参加して
いる研究者がTwitterを見て「カナダの移民局がパ
ンクしたそうだ！」と告げました。選挙の勝敗が確
定する前でしたが、重要選挙区の勝敗で概ね結果
を確信した多くのアメリカ人が一斉にカナダへの
移住を申請したことが原因でした。

　本ワークショップが今後も開催されることを希
望し、開催されるのであれば、再び招待して頂ける
ような研究活動を臨床医学研究室のメンバーで継
続していきたいと考えています。

講演紹介
　以下に興味を持った講演の和訳要旨と所感を記

載しました。

○多能性幹細胞の腱分化
Tendon differentiation of pluripotent stem cells

Guest,D. (アニマルヘルストラスト)
　ウマ多能性幹細胞は、胚盤胞期胚（胚性幹細胞、
ESC）の内部細胞塊および成体細胞への多能性獲
得のリプログラミング（人工多能性幹細胞、iPSC）
から得られる。
　ウマ胚性幹細胞は、in vivoでウマの損傷腱内へ
の移植やin vitroでトランスフォーミング成長因子
β3（TGFβ3）および/またはコラーゲン３次元培
養に応答して、腱細胞に分化することが知られて
いる。一方、ウマiPS細胞は２次元培養でTGF-β3曝
露後に腱関連遺伝子やタンパク質を発現するが、
「人工腱」を作製するために必要な３次元コラーゲ
ンマトリックスを産生できなかった。この理由を
解明するためには、両細胞が機能的な腱への分化
するための３次元培養の有用性とウマiPS細胞と
ウマ胚性幹細胞との間にエピジェネティックな差
異が存在するかどうかを実証する必要がある。
　ウマ胚性幹細胞への短鎖ヘアピンRNA（shRNA）
の過剰発現によって転写因子であるscleraxisの発
現を抑制したところ、 3次元培養において人工腱
の生成が誘導されなかった。このことから、
scleraxisがウマ胚性幹細胞による腱分化に必要で
あることが示唆された。 またscleraxisは胎児由来
腱細胞による人工腱の生成にも必要であり、
shRNAを用いてscleraxisの発現をノックダウンす
ると、COL1A1、COMPおよびSOX9の発現の有意な
減少をもたらした。これらの効果は、その後、
scleraxisの過剰発現によって回復可能であった。
　Guestらの研究グループでは、現状ウマの治療に
用いられている骨髄や脂肪由来の間葉系幹細胞に
は治療の限界があるとの考えから、将来的にはよ
り未分化な多能性幹細胞である胚性幹細胞やiPS
細胞を用いたウマの腱損傷の治療を目標とした研
究を続けている。本講演では、scleraxisという転写
因子が未分化な幹細胞を腱へ分化誘導するために
重要であることを実証した。
　また、臨床における多能性幹細胞の安全性を確
保するためには、それらの分化を制御するメカニ

ズムを理解するとともに、分化誘導された細胞に
ついての免疫特性を理解することも必要である。
演者らは、小規模なin vivo研究において、損傷した
腱へ移植された他家胚性幹細胞が検出可能な免疫
応答を生じないと話した。しかしながら、次に紹介
するSchnabelなどの研究グループとは意見が異な
り、公演後のディスカッションが白熱した。

○同種（他家）骨髄由来間葉系幹細胞の免疫原性 ‒ 
治療の可能性の低下につながるか？
Immunog e n i c i t y  o f  a l l o g e n e i c  b o n e  
marrow-derived MSCs - Does this translate to 
reduced therapeutic potential?
Lauren,V. Schnabel （ノースカロライナ州立大学）
　間葉系幹細胞を腱損傷後の早期に投与すること
は、線維性瘢痕組織が形成された時に治療を試み
るよりも有利であると推定される。このパラダイ
ムは、濃縮骨髄または脂肪由来間質血管画分細胞
のようなpoint-of-careで用いる細胞製品を用いて
達成することができる。しかし、同種他家細胞を使
用しない限り、一般に増殖培養した自家幹細胞で
は実現できない。文献上では、骨髄由来幹細胞は抗
炎症作用および免疫調節作用を有するという強い
証拠が報告されているが、幹細胞の抗原性は依然
として十分に理解されていない。
　FortierおよびSchnabelらの研究によって、ウマ
骨髄由来幹細胞のMHCクラスIIの発現は均一では
ないこと、また、炎症反応を模倣するインターフェ
ロン-γ（IFN-γ）を添加して培養した場合、MHCク
ラスII発現が非常に多様に変化することや、MHC
クラスII陽性幹細胞は混合白血球反応からin vitro
でT細胞の増殖を誘発することができることを明
らかとした。
　Schnabelは今回から初めて参加した研究者で、
幹細胞の免疫調節機構の解明を目指している。本
講演の中では直近の研究成績として、in vivoの実
験で骨髄由来のミスマッチ幹細胞（MHCクラスII
陰性または陽性のいずれであっても）が持続的に
強い交差反応性の抗体応答を誘発できることを紹
介した。また、これらの抗体応答によって、in vitro
の実験では、ドナー幹細胞を死滅させることも検
証したそうである。これらの研究成績は、他家の培

養骨髄由来幹細胞を治療に用いることが禁忌であ
ることを示唆しており。他家幹細胞を移植された
ウマは全身的な影響を受けないかもしれないが、
幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅させ
られ、移植効果の意味がないこと。加えて、再び移
植された時には、レシピエントの免疫系により強
い反応を惹起させる危険性があると結論した。
　犬や猫のペット診療、最近ではウマの獣医師の
中にも他家幹細胞を用いることに抵抗のない獣医
師もいるようで、個人的には危惧してきたところ
である。Schnabelが論じた「他家幹細胞を移植され
たウマは全身的な影響を受けないかもしれない
が、幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅
させられ、移植効果の意味が無い」という言葉が確
信を突いているように思えた。幹細胞を製品とし
て販売し、多くの人に安価に再生医療を提供する
ための他家幹細胞の利用には同意できる。ただし、
「ヒトでの場合に限る」である。ヒトでは他家幹細
胞の移植後、亡くなるまでの間、免疫抑制剤を服用
し続けなければならないという条件が付いても、
疾病が治癒するのであれば他家幹細胞の利用には
同意できる。それには代えられない、大きなメリッ
トがあると思われるからだ。一方、獣医診療ではど
うなのなろうか？安易に、ヒトの他家幹細胞を使
用と獣医診療での他家幹細胞の使用を同列視して
はいけないと考える。

○MSCによる関節軟骨修復の増強および関節内投
与による結果と欠陥の直接投与との比較
Augmentation of Articular Cartilage Repair 
with MSCs and Results with Intra-Articular 
Administration Versus Direct Administration in 
the Defect
Wayne McIlwraith（コロラド州立大学整形外科リ
サーチセンター）
　関節鏡手術は、それが人間の整形外科でそう
あったように、馬の整形外科にも革命をもたらし
た。関節鏡手術がアスリート馬のパフォーマンス
を以前のレベル（またはそれ以上）に戻す技術であ
るが、特に急性の関節軟骨欠損や変形性関節症で
はその技術の限界についても認識する必要があ
る。現在、我々は幹細胞移植治療として、骨髄由来

間葉系幹細胞を、1) 軟骨修復の強化,  2) 骨関節炎,  
3）半月板や冠状靱帯を含む関節内軟部組織の修
復の3つのカテゴリーで使用することに取り組ん
でいる。
　実験や臨床研究では、骨髄由来間葉系幹細胞を
直接的に損傷部に移植する方法と関節内に注射で
移植する方法の両方が実施されてきた。 コーネル
大学のWilkeらが実施したフィブリン内に播種さ
れた幹細胞を用いた研究では、15mmの欠損に
フィブリン単独あるいは1200万個の幹細胞が播
種されたフィブリンを移植した場合、移植30日間
では後者に改善を認めたが、移植から8ヶ月後に
は両者の改善度に有意な差は認められなかったと
報告している。また、フィブリン濃度が播種された
幹細胞の遊走や増殖に及ぼす影響に関するHaleら
の研究では、25％の自己ヒドロゲルにおける幹細
胞の遊走能は100％, 75％および50％のゲルと比
較して、それぞれ、7.3倍, 5.2倍および4.6倍高かっ
た。自家血小板増強フィブリン（APEF）に播種され
た骨髄由来間葉系幹細胞を移植した研究では、
APEF とともに骨髄由来間葉系幹細胞を移植する
より、APEF単独の方が有意な修復を増強すること

が示された。 さらに、APEF とともに骨髄由来間葉
系幹細胞を移植した群の4/12は欠損が骨組織で
構成されていた。一方、骨髄濃縮物の使用は、直接
的に局所に移植された場合、微小骨折だけに優位
な改善を示した。 
　臨床研究では、関節内への骨髄由来間葉系幹細
胞の注射による移植を実施し、グレード3の半月
板裂傷を伴う症例を含めて関節鏡手術で治療した
大腿脛骨関節の損傷において優れた転帰を示し
た。同様に、骨・軟骨の全層欠損モデルを用いた臨
床研究において骨髄由来間葉系幹細胞の注射によ
る移植は、修復組織の強度の増加およびアグリカ
ン含量の増加を示した。
　本講演を要約すると、フィブリンおよび/または
PRP内のマトリックスに播種した骨髄由来間葉系
幹細胞は関節の治療には最適ではない可能性があ
り、軟骨に存在する自己軟骨前駆細胞もいくらか
の効果をもたらすことから、McIlwraithらは骨欠
損部に骨髄由来幹細胞を埋入させることよりも、
関節内に注射で移植することの方が有意義だと考
えていると語っていた。

　平成28年11月5日から11月9日までの5日間米
国フロリダ州フォートマイヤーズのHya t t  
Regency Coconut Point Resort And Spaにおいて
開催された学術会議「Havemeyer Conference on 
Regenerative Medicine II」に招聘され、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、各国の研究者とディスカッションをしてきま
した。本稿では、このワークショップの概要と参加
して得られたウマの再生医療に関する最新の知見
について紹介致します。

Havemeyer Conferenceとは？
　そもそも「Havemeyer Conferenceとは？」とい
う読者が多いと思いますので、そこからお話しし
たいと思います。ドロシー・ラッセル・ハブマイ
アー財団は馬の健康と福祉に関する研究の推進を
目的に、主要研究やワークショップの開催に関し
て運営資金を提供する1979年に創設された私設
の財団です。今回参加した学術会議もこのサポー
トを受けて開催されており、会議の冠名に
「Havemeyer Conference」がついています。近年で
は、財団のサポートを得るためにウマに関連する
あらゆる学術分野の多数の研究者がワークショッ
プの開催を申請するため、競争倍率も高く、簡単に
サポートを得るという訳にはいかないようです。

ワークショップ「再生医療II」
　2011年に「再生医療」というテーマの下、英国の
　Royal Veterinary CollegeのSmith教授と米国の
Cornel University のFortier教授が第1回のワーク
ショップを企画し、世界８ヶ国からその国の主要

研究者、総勢28名が招集されました。招待を受諾
した研究者は現地の最寄りの空港までの旅費は負
担するものの、滞在費、食費、現地での交通費など、
その他の費用は全て財団から提供されます。今回
は、それから5年後の2回目の開催となります。私
は第1回のワークショップにも招聘され、大変光
栄なことに今回も招待状が届き、依頼を快諾した
次第です。
　本ワークショップでは獣医学の分野からだけで
はなく、医学分野からも研究者が招待され、ヒトと
ウマの運動器の再生医療における最先端の研究が
紹介されました。前回もそうでしたが、招待状を受
け取った研究者全員が参加し、世界８ヶ国から26
名が集まりました（写真1）。

　2回目の参加となる今回は、“臨床セッション”の
座長の大役もお引き受けすることになり、その
セッション中で、私は日本の競走馬の腱損傷に対
する幹細胞移植治療の臨床試験成績や、現在研究
を進めている新しい幹細胞の移植方法について講
演させて頂きました。

　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。
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飲みにケーション？
　そもそも、世界のトップを走る研究者が招聘さ
れていることから、誰がどのような研究をしてい
るかは既にお互いが理解しており、発表内容につ
いても国際学会での発表や論文発表によって概ね
予想していた内容でした。よって、本ワークショッ
プでは基本的に発表後のディスカッションに重点
が置かれています。このため、各研究者には30分
の講演時間が与えられていましたが、「プレゼンは
10分間程度で完了するように」と事前に指示を受
けていました。予想通り、最初の講演からディス
カッションが白熱し、初日からスケジュールの遅
延が発生し、座長のタイムマネージメントが極め
て重要なワークショップとなりました。　
　基本的に参加者全員が会議時間以外にも朝食・
昼食・夕食、良くも悪くもその後のバーカウンター
までも一緒に過ごすので、起きてから寝るまで何
処でもディスカッションするスタイルが
Havemeyer meetingの最大の特徴と言えます。日
本人の悪い習慣と呼ばれる「飲みにケーション」も
本ワークショップでは大歓迎のようです。ですか
ら、今回新しく招待されて参加した研究者までも
全員の顔と名前を覚えるのに1日とかかりません
でした（写真2～5）。

再生医療研究の成熟
　記憶を掘り起こせば、2011年の第1回のワーク
ショップでは「再生医療の理想や夢の実現」に取り
組む研究が中心に語られました。そして、その後の
3年間で、世界的にウマの腱・靱帯損傷や関節軟骨
損傷への幹細胞移植治療の臨床応用はあっという
間に、しかも、熱狂的に広がりました。また、それに
続く2年間では再生医療ビジネスへの企業の参画
が加速され、さらに拡大を続けています。しかしな
がら、研究者はこの5年間で再生医療の理想と現
実のギャップに気づき始め、冷静かつ戦略的な研
究を立案するようになりました。この時期に開催
された今回のワークショップでは、「何故、治療効
果が期待どおりではないのか？」の理由や改善策
を探るための研究が紹介されていました。例えば、
iPS細胞を用いてもウマの腱組織が再生されない
ことや、免疫に寛容であるとされる骨髄幹細胞で
あっても他家細胞の移植では免疫反応が生じるた
め効果が得られにくいことなどが報告され、個人
的には興味を持ちました（詳細は講演紹介で後
述）。そして、皆の研究やディスカッションで共通
していたのは、基礎研究の必要性でした。直ぐに成
果が得られそうにない基礎研究こそが、再生医療
の現実を見つめ直すこの時期に重要となってい

ます。

余談
　最後に余談を一つ、このワークショップが開催
期間中には、必ず全米を揺るがす大事件が起こり
ます。5年前の2011年5月に開催された第1回の
ワークショップの時は、夕食の時間に一人の研究
者がTwitterのニュースを見て大声を張り上げま
した。すると、意味がわからなかった私を除く全員
が立ち上がり、歓声と拍手が起こりました。その
ニュースとは、イスラム過激派テロリスト「アルカ
イーダ」の司令官でアメリカ同時多発テロの首謀
者とされるオサマ・ビンラディンが米国軍との銃
撃戦で殺害されたというものでした。では、それか
ら５年後の今回は、何が起こったのでしょう？会
議最終日の前夜、多くの研究者が1室に集結し、ア
ルコールを口にしながらテレビに釘付けになりま
した（写真６）。それは、米国大統領選挙の開票速報
のニュース番組でした。各州の結果が次々と伝え
られ、参加した各国の研究者の予想を裏切る大統
領が誕生したことは、周知の通りですね。選挙結果
に大きく影響すると言われていたフロリダ州の開
票結果が速報された数分後、カナダから参加して
いる研究者がTwitterを見て「カナダの移民局がパ
ンクしたそうだ！」と告げました。選挙の勝敗が確
定する前でしたが、重要選挙区の勝敗で概ね結果
を確信した多くのアメリカ人が一斉にカナダへの
移住を申請したことが原因でした。

　本ワークショップが今後も開催されることを希
望し、開催されるのであれば、再び招待して頂ける
ような研究活動を臨床医学研究室のメンバーで継
続していきたいと考えています。

講演紹介
　以下に興味を持った講演の和訳要旨と所感を記

載しました。

○多能性幹細胞の腱分化
Tendon differentiation of pluripotent stem cells

Guest,D. (アニマルヘルストラスト)
　ウマ多能性幹細胞は、胚盤胞期胚（胚性幹細胞、
ESC）の内部細胞塊および成体細胞への多能性獲
得のリプログラミング（人工多能性幹細胞、iPSC）
から得られる。
　ウマ胚性幹細胞は、in vivoでウマの損傷腱内へ
の移植やin vitroでトランスフォーミング成長因子
β3（TGFβ3）および/またはコラーゲン３次元培
養に応答して、腱細胞に分化することが知られて
いる。一方、ウマiPS細胞は２次元培養でTGF-β3曝
露後に腱関連遺伝子やタンパク質を発現するが、
「人工腱」を作製するために必要な３次元コラーゲ
ンマトリックスを産生できなかった。この理由を
解明するためには、両細胞が機能的な腱への分化
するための３次元培養の有用性とウマiPS細胞と
ウマ胚性幹細胞との間にエピジェネティックな差
異が存在するかどうかを実証する必要がある。
　ウマ胚性幹細胞への短鎖ヘアピンRNA（shRNA）
の過剰発現によって転写因子であるscleraxisの発
現を抑制したところ、 3次元培養において人工腱
の生成が誘導されなかった。このことから、
scleraxisがウマ胚性幹細胞による腱分化に必要で
あることが示唆された。 またscleraxisは胎児由来
腱細胞による人工腱の生成にも必要であり、
shRNAを用いてscleraxisの発現をノックダウンす
ると、COL1A1、COMPおよびSOX9の発現の有意な
減少をもたらした。これらの効果は、その後、
scleraxisの過剰発現によって回復可能であった。
　Guestらの研究グループでは、現状ウマの治療に
用いられている骨髄や脂肪由来の間葉系幹細胞に
は治療の限界があるとの考えから、将来的にはよ
り未分化な多能性幹細胞である胚性幹細胞やiPS
細胞を用いたウマの腱損傷の治療を目標とした研
究を続けている。本講演では、scleraxisという転写
因子が未分化な幹細胞を腱へ分化誘導するために
重要であることを実証した。
　また、臨床における多能性幹細胞の安全性を確
保するためには、それらの分化を制御するメカニ

ズムを理解するとともに、分化誘導された細胞に
ついての免疫特性を理解することも必要である。
演者らは、小規模なin vivo研究において、損傷した
腱へ移植された他家胚性幹細胞が検出可能な免疫
応答を生じないと話した。しかしながら、次に紹介
するSchnabelなどの研究グループとは意見が異な
り、公演後のディスカッションが白熱した。

○同種（他家）骨髄由来間葉系幹細胞の免疫原性 ‒ 
治療の可能性の低下につながるか？
Immunog e n i c i t y  o f  a l l o g e n e i c  b o n e  
marrow-derived MSCs - Does this translate to 
reduced therapeutic potential?
Lauren,V. Schnabel （ノースカロライナ州立大学）
　間葉系幹細胞を腱損傷後の早期に投与すること
は、線維性瘢痕組織が形成された時に治療を試み
るよりも有利であると推定される。このパラダイ
ムは、濃縮骨髄または脂肪由来間質血管画分細胞
のようなpoint-of-careで用いる細胞製品を用いて
達成することができる。しかし、同種他家細胞を使
用しない限り、一般に増殖培養した自家幹細胞で
は実現できない。文献上では、骨髄由来幹細胞は抗
炎症作用および免疫調節作用を有するという強い
証拠が報告されているが、幹細胞の抗原性は依然
として十分に理解されていない。
　FortierおよびSchnabelらの研究によって、ウマ
骨髄由来幹細胞のMHCクラスIIの発現は均一では
ないこと、また、炎症反応を模倣するインターフェ
ロン-γ（IFN-γ）を添加して培養した場合、MHCク
ラスII発現が非常に多様に変化することや、MHC
クラスII陽性幹細胞は混合白血球反応からin vitro
でT細胞の増殖を誘発することができることを明
らかとした。
　Schnabelは今回から初めて参加した研究者で、
幹細胞の免疫調節機構の解明を目指している。本
講演の中では直近の研究成績として、in vivoの実
験で骨髄由来のミスマッチ幹細胞（MHCクラスII
陰性または陽性のいずれであっても）が持続的に
強い交差反応性の抗体応答を誘発できることを紹
介した。また、これらの抗体応答によって、in vitro
の実験では、ドナー幹細胞を死滅させることも検
証したそうである。これらの研究成績は、他家の培

養骨髄由来幹細胞を治療に用いることが禁忌であ
ることを示唆しており。他家幹細胞を移植された
ウマは全身的な影響を受けないかもしれないが、
幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅させ
られ、移植効果の意味がないこと。加えて、再び移
植された時には、レシピエントの免疫系により強
い反応を惹起させる危険性があると結論した。
　犬や猫のペット診療、最近ではウマの獣医師の
中にも他家幹細胞を用いることに抵抗のない獣医
師もいるようで、個人的には危惧してきたところ
である。Schnabelが論じた「他家幹細胞を移植され
たウマは全身的な影響を受けないかもしれない
が、幹細胞は期待される効果を発揮する前に死滅
させられ、移植効果の意味が無い」という言葉が確
信を突いているように思えた。幹細胞を製品とし
て販売し、多くの人に安価に再生医療を提供する
ための他家幹細胞の利用には同意できる。ただし、
「ヒトでの場合に限る」である。ヒトでは他家幹細
胞の移植後、亡くなるまでの間、免疫抑制剤を服用
し続けなければならないという条件が付いても、
疾病が治癒するのであれば他家幹細胞の利用には
同意できる。それには代えられない、大きなメリッ
トがあると思われるからだ。一方、獣医診療ではど
うなのなろうか？安易に、ヒトの他家幹細胞を使
用と獣医診療での他家幹細胞の使用を同列視して
はいけないと考える。

○MSCによる関節軟骨修復の増強および関節内投
与による結果と欠陥の直接投与との比較
Augmentation of Articular Cartilage Repair 
with MSCs and Results with Intra-Articular 
Administration Versus Direct Administration in 
the Defect
Wayne McIlwraith（コロラド州立大学整形外科リ
サーチセンター）
　関節鏡手術は、それが人間の整形外科でそう
あったように、馬の整形外科にも革命をもたらし
た。関節鏡手術がアスリート馬のパフォーマンス
を以前のレベル（またはそれ以上）に戻す技術であ
るが、特に急性の関節軟骨欠損や変形性関節症で
はその技術の限界についても認識する必要があ
る。現在、我々は幹細胞移植治療として、骨髄由来

間葉系幹細胞を、1) 軟骨修復の強化,  2) 骨関節炎,  
3）半月板や冠状靱帯を含む関節内軟部組織の修
復の3つのカテゴリーで使用することに取り組ん
でいる。
　実験や臨床研究では、骨髄由来間葉系幹細胞を
直接的に損傷部に移植する方法と関節内に注射で
移植する方法の両方が実施されてきた。 コーネル
大学のWilkeらが実施したフィブリン内に播種さ
れた幹細胞を用いた研究では、15mmの欠損に
フィブリン単独あるいは1200万個の幹細胞が播
種されたフィブリンを移植した場合、移植30日間
では後者に改善を認めたが、移植から8ヶ月後に
は両者の改善度に有意な差は認められなかったと
報告している。また、フィブリン濃度が播種された
幹細胞の遊走や増殖に及ぼす影響に関するHaleら
の研究では、25％の自己ヒドロゲルにおける幹細
胞の遊走能は100％, 75％および50％のゲルと比
較して、それぞれ、7.3倍, 5.2倍および4.6倍高かっ
た。自家血小板増強フィブリン（APEF）に播種され
た骨髄由来間葉系幹細胞を移植した研究では、
APEF とともに骨髄由来間葉系幹細胞を移植する
より、APEF単独の方が有意な修復を増強すること

が示された。 さらに、APEF とともに骨髄由来間葉
系幹細胞を移植した群の4/12は欠損が骨組織で
構成されていた。一方、骨髄濃縮物の使用は、直接
的に局所に移植された場合、微小骨折だけに優位
な改善を示した。 
　臨床研究では、関節内への骨髄由来間葉系幹細
胞の注射による移植を実施し、グレード3の半月
板裂傷を伴う症例を含めて関節鏡手術で治療した
大腿脛骨関節の損傷において優れた転帰を示し
た。同様に、骨・軟骨の全層欠損モデルを用いた臨
床研究において骨髄由来間葉系幹細胞の注射によ
る移植は、修復組織の強度の増加およびアグリカ
ン含量の増加を示した。
　本講演を要約すると、フィブリンおよび/または
PRP内のマトリックスに播種した骨髄由来間葉系
幹細胞は関節の治療には最適ではない可能性があ
り、軟骨に存在する自己軟骨前駆細胞もいくらか
の効果をもたらすことから、McIlwraithらは骨欠
損部に骨髄由来幹細胞を埋入させることよりも、
関節内に注射で移植することの方が有意義だと考
えていると語っていた。

　平成28年11月5日から11月9日までの5日間米
国フロリダ州フォートマイヤーズのHya t t  
Regency Coconut Point Resort And Spaにおいて
開催された学術会議「Havemeyer Conference on 
Regenerative Medicine II」に招聘され、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、各国の研究者とディスカッションをしてきま
した。本稿では、このワークショップの概要と参加
して得られたウマの再生医療に関する最新の知見
について紹介致します。

Havemeyer Conferenceとは？
　そもそも「Havemeyer Conferenceとは？」とい
う読者が多いと思いますので、そこからお話しし
たいと思います。ドロシー・ラッセル・ハブマイ
アー財団は馬の健康と福祉に関する研究の推進を
目的に、主要研究やワークショップの開催に関し
て運営資金を提供する1979年に創設された私設
の財団です。今回参加した学術会議もこのサポー
トを受けて開催されており、会議の冠名に
「Havemeyer Conference」がついています。近年で
は、財団のサポートを得るためにウマに関連する
あらゆる学術分野の多数の研究者がワークショッ
プの開催を申請するため、競争倍率も高く、簡単に
サポートを得るという訳にはいかないようです。

ワークショップ「再生医療II」
　2011年に「再生医療」というテーマの下、英国の
　Royal Veterinary CollegeのSmith教授と米国の
Cornel University のFortier教授が第1回のワーク
ショップを企画し、世界８ヶ国からその国の主要

研究者、総勢28名が招集されました。招待を受諾
した研究者は現地の最寄りの空港までの旅費は負
担するものの、滞在費、食費、現地での交通費など、
その他の費用は全て財団から提供されます。今回
は、それから5年後の2回目の開催となります。私
は第1回のワークショップにも招聘され、大変光
栄なことに今回も招待状が届き、依頼を快諾した
次第です。
　本ワークショップでは獣医学の分野からだけで
はなく、医学分野からも研究者が招待され、ヒトと
ウマの運動器の再生医療における最先端の研究が
紹介されました。前回もそうでしたが、招待状を受
け取った研究者全員が参加し、世界８ヶ国から26
名が集まりました（写真1）。

　2回目の参加となる今回は、“臨床セッション”の
座長の大役もお引き受けすることになり、その
セッション中で、私は日本の競走馬の腱損傷に対
する幹細胞移植治療の臨床試験成績や、現在研究
を進めている新しい幹細胞の移植方法について講
演させて頂きました。

　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。
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競走馬総合研究所　運動科学研究室　向井和隆

　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション
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動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散
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第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（122nd International workshop on

high-resolution respirometry）に参加して

図1　シュレッケンはオーストリア西端に位置し、
南にはアルプス山脈がある。

図2　研修場所のホテルからの素晴らしい景色。
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　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。

図3　右端下段の白髪の男性がOroboros Instruments 
CEOのErich Gnaiger。

図4　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2k。
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シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。
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18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介
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8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図
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11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。

図5　酸素センサーのメインテナンス実習

図6　Oxygraph-2k実習

図7　研究テーマのプレゼンテーション
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　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
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18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介
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5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク
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14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析
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8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション
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Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。

図8　データ解析に関するErichの講義
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　6月26日から7月1日までオーストリア共和国
シュレッケン（Schröcken, Austria）で開催された
第122回高分解能呼吸測定に関する国際ワーク
ショップ（122nd International workshop on 
high-resolution respirometry）に参加したので、そ
の概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の獣医関係の学会参加のみでは難しくなっ
てきている。このような状況から、運動科学研究室
の研究をさらに進めていくにあたって、アメリカ
やヨーロッパにおいて実施されているヒトのス
ポーツ科学の最先端研究から積極的に新しい知見
や技術を取り入れていく必要性がある。その一環
として、今回は今年新規購入予定の実験機器
（Oxygraph-2k, Oroboros Instruments）の技術研修
会に参加した。

International Workshop on High-Resolution 
Respirometryとは？
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
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利用である。
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るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
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な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
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レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
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知していないと、自分が果たして今何をやってい
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かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
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実施する（図9）。
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４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
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５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
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る可能性があるため注意するべきだ」というアド
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ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
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終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
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交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
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図9　バックグラウンド酸素キャリブレーション
のデータ。青線が酸素濃度、赤線が酸素呼吸量（O2 
flux）を示す。

図11　RP2プロトコルによって測定した酸素呼吸
量（O2 flux）のグラフ。

図10　オレンジ色に光っている部分がチャンバー
であり、左側のラックにならんでいるガラスピペッ
トを用いて、サンプル、基質および阻害剤を注入す
る。
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（International workshop on high-resolution 
respirometry）は、筋肉などに存在するミトコンド
リアと呼ばれる小器官における酸素消費量を測定
する装置（Oxygraph-2k）に関する技術研修会であ
り、この測定装置の製造元であるOrobo ro s  
Instrumentsが毎年複数回主催している（今回で
122回目）。
　研修会が開催されたシュレッケンはオーストリ

アの西端にある街で（図1）、オーストリア最大の
スキーリゾートとして有名なエリアであり、夏は
高山山腹が牛の放牧地として利用されている。研
修会場はBerg-Hotel Körberseeのレストランの一
角を6日間借り切って設営された。このホテルは
道路アクセスが非常に悪く、最寄りの道路から徒
歩45分もかかる僻地にある（図2）。そのため、期間
中は講師および参加者は朝、昼、晩の3食を常に共

にした。この合宿形式の研修は講師陣と参加者も
しくは参加者同士がより親密になりやすいため、
この研修後も研修で得た貴重なネットワークを維
持して欲しいというのも主催者の意図の一つであ
る。また、本研修の主な目的は以下の内容について
理解・習得することであった。
１．ミトコンドリア生理学

細胞生理学の観点からミトコンドリアの機
能を学習する

２．Oxygraph-2kの構造およびパフォーマンス
高分解能呼吸測定法を学ぶ
Oxygraph-2kの実習経験を積む
Oxygraph-2kマルチセンサーの応用方法を
学ぶ

３．より良い研究のためのコツ
実験機器のクオリティコントロール
イノベーションのための実験デザイン
より良いスタンダードによるデータ分析
ミーティング

　講師はOroboros Instruments最高経営責任者
（CEO）のErich Gnaigerを中心とする以下のメン
バーであり、講義は基本的にErichが担当し、実習
に関しては全員でフォローするという態勢で研修
が進められた。
Erich Gnaiger（Oroboros Instruments CEO；
Medical University of Innsbruck教授）
Verena Laner（Oroboros Instruments最高執行責
任者）
Carolina Doerrier-Velasco（Oroboros Instruments
最高科学責任者）
Beata Velika（Oroboros Instruments訪問研究者；
Pavol Jozef Safarik University）
Yvonne Wohlfarter (Oroboros Instrumentsイン
ターン)
Luiz Felipe Garcia-Souza（Medical University of 
Innsbruck博士課程大学院生）

　研修参加者は17ヶ国（マレーシア、ベルギー、イ
ギリス、スロヴァキア、チェコ、アイルランド、ギリ
シャ、イタリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、
ノルウェー、アメリカ、デンマーク、南アフリカ、エ

ストニア、日本）から27名が参加しており、実に国
際色豊かな研修であった（図3）。研修参加者のほ
とんどはOxygraph-2k（図4）を所有している大学
の研究室の助教および大学院生であり、企業の研
究所からの参加者は私だけであった。また、多くの
参加者はヒトの運動生理学、糖尿病やがんなどに
関する研究をしており、ウマのスポーツ科学を研
究しているのは当然のことながら私だけであっ
た。

研修スケジュール
第1日目
15:00 ブレゲンツ駅集合
18:30 参加者の自己紹介および研究テーマ紹介

第2日目
8:30 Oxygraph-2kのセットアップ講習
9:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ
10:45 実習：酸素センサーのメインテナンス（図

5）
11:30 酸素のキャリブレーション（実験機器のク

オリティコントロール）
14:30 細胞の酸素摂取量測定と活性酸素測定（デ

モンストレーション）
16:00 実習：酸素のキャリブレーションと細胞の

酸素摂取量測定
20:00 DatLab（付属ソフトウェア）による分析

第3日目
8:30 実験デザイン：ミトコンドリア呼吸のメカ

ニズム
10:30 Oxygraph-2k実験デモンストレーション：

透過処理した細胞の呼吸；SUITプロトコ
ル（RP1, RP2）による酸素摂取量測定

11:30 実習：Oxygraph-2kのセットアップ；洗浄、
スティーラーテスト、エアキャリブレー
ション

14:00 実習：Oxygraph-2k実験；SUITプロトコル
（RP1, RP2）による透過処理した細胞の酸
素摂取量測定（図6）

16:30 DatLabによる分析とSUITプロトコル
17:45 実習：DatLabによる分析
20:30 参加者が実施している研究テーマのプレ

ゼンテーション（図7）

第4日目
8:30 実験デモンストレーション：筋ホモジネー

トの作製
9:00 バックグラウンド酸素キャリブレーショ

ン：自動注入器のデモンストレーション

10:30 実験機器のクオリティコントロール2：自
動注入器を使ったバックグラウンド酸素
キャリブレーション

14:30 Bioblast wikiに関する講義
15:00 DatLabによる分析およびディスカッショ

ン
17:15 SUITプロトコルに関する講義
20:00 研究テーマのプレゼンテーション

第5日目
8:30 実習：透過処理していない細胞のための

カップリングコントロールプロトコルお
よび過酸素水素測定

10:30 データ解析（図8）
16:00 Oxygraph-2kのメインテナンス、キャリブ

レーション、使用法などに関 するテス
トおよびワークショップに関するアン
ケート調査

17:30 Oxygraph-2kに関するテストの答え合わ

せ
20:00 OXPHOS解析とフィードバックディス

カッション

第6日目
8:15 ホテル出発
11:00 ブレゲンツ駅で解散

なぜミトコンドリアの機能/酸素消費量を測定す
るのか？
　ヒトにおいてもサラブレッドにおいてもトレー
ニングをしていくと、心肺機能や筋持久力が高ま
り、より長く運動が継続できるようになる。いわゆ
るスタミナがついたといわれる状態である。その
機序としては、より多くの酸素を使って効率よく
エネルギーを作り出せるようになることがあげら
れる。肺から酸素を取り込み、心臓から全身の筋肉
に血液を送り込むことによって酸素を供給するこ
とはもちろん重要であるが、それと同様に重要な
ステップが骨格筋のミトコンドリアにおける酸素
利用である。
　運動時のエネルギーを産生する重要な器官であ
るミトコンドリアは、骨格筋のトレーニング適応
において量的および機能的に変化し、非常に重要
な役割を果たしている。トレーニングしていくと、
ミトコンドリアの量が増えていくのはもちろん、
ミトコンドリアの機能自体も向上していき、相乗
的な効果があることがヒトやマウスの研究におい
て報告されている。そのため、ミトコンドリアの機
能を知ることはサラブレッドのトレーニング効果
をより良く理解するために重要である。

Oxygraph-2とは？
　現在、総研においてサラブレッドのミトコンド
リアに関連するタンパク質を定量する際には、ウ
エスタンブロッティングという実験手技を用いて
測定しているが、その手法ではミトコンドリアの
呼吸機能を測定することはできない。
　ミトコンドリアの機能評価については、これま
でに報告されている冷凍した筋サンプルを用いて
測定するミトコンドリア分析やmag n e t i c  
resonance spectroscopy（MRスペクトロスコ
ピー；核磁気共鳴画像法（MRI）の手法のひとつ）が
知られているが、それらに対してOrobo ro s  
InstrumentsのOxygraph-2kは、新鮮な筋組織サン
プルを用いることができるため、生体内の状態に
より近い環境下で情報を得ることができる。
　Oroboros InstrumentsのOxygraph-2kは測定精
度の高さに定評があり、世界で最も普及している
高分解能呼吸測定装置である。また、採取した筋組
織をそのまま使用してミトコンドリアの機能解析
ができる機器はOxygraph-2kのみである。さらに
オプションモジュールを装着することにより、酸
素だけでなく、pH、活性酸素、一酸化窒素、ATP、膜
電位、カルシウムイオンなど、より多くの項目が測
定できるようになる機能も備えており、機能拡張
性が高い。Oxygraph-2kはマウスやヒトの筋サン
プルだけではなく、ウマにおいても複数の先行研
究がある（Votion et al. 2012 PLoS One; Miranda et 
al .  2014 ICEEP suppl ;  Serteyn et  al .  2016 
Comparative Exercise Physiology）。このため、今年
新規備品としてOxygraph-2kを購入することを予
定している。
　このように測定精度が高く、世界的に普及して
いるOxygraph-2kであるが、もちろん欠点もある。
最大の欠点は実験手技が複雑なところだろう。こ
れが製造元のOroborosが定期的に技術研修会を
実施している理由でもある。Oxygraph-2kはト
レーニング・センターの競走馬診療所にあるよう
な血球計算機や血液ガス測定装置などとは異な
り、サンプルを入れてボタンを押せば、すべての
データが出てくるといったものではない。
Oxygraph-2kの測定原理を知り、ミトコンドリア
の電子伝達系・酸化的リン酸化のメカニズムを熟

知していないと、自分が果たして今何をやってい
るのかということすらまったく理解できない。し
かし、逆に言うと、それらの点を熟知していれば、
既存のプロトコルを自分の測定したい項目に適し
たプロトコルにカスタマイズすることも可能であ
る。Oxygraph-2kの基本的な使用方法は、以下のよ
うな流れになる。

１．チャンバー内にバッファーを注入し、エアキャ
リブレーションをする。
２．バックグラウンド酸素キャリブレーションを
実施する（図9）。
３．チャンバー内に泡を入れないように注意深く
サンプルを注入する（図10）。
４．任意のプロトコルに従って、基質や阻害剤を
チャンバー内に注入する。
５．基質や阻害剤を添加した後のミトコンドリア
呼吸の変化からミトコンドリア機能を解析する
（図11）。

ウマの筋バイオプシーサンプルを用いる上での注
意事項
　バイオプシーによって採取した筋サンプルのミ
トコンドリア機能を測定する場合、透過処理（サポ
ニンという薬品で細胞膜を破壊する処置）をした
筋線維を束の状態でOxygraph-2kのチャンバーに
投入することが一般的である。しかし、本研修会に
おいて、ホモジネート（筋サンプルをミキサーなど
で細かく粉砕したもの）を用いても測定可能であ
るということを知った。この2種類のサンプル処
理方法について、メリットとデメリットをErichに
質問したところ、「顕微鏡下で筋サンプルを適切に
ほぐして、束の状態にするのはスキルが必要であ
り、しかもまったく同じように筋線維をほぐすこ
とが困難であるため、測定結果の再現性がやや低
い。その点、ホモジネートであれば、同一ホモジ
ネートは均一であり、再現性は高くなるだろう。し
かし、サンプル量が数倍多く必要（筋線維束, 2 
mg；ホモジネート, 10 mg）なのと、ホモジネート
している際にミトコンドリアにダメージを与えて
しまう危険性がある」とのことであった。ウマの筋
バイオプシーの際には1回で約20 mgのサンプル
を得ることができるため、サンプル量に関するデ
メリットはあまりない。また、「ヒトやマウスの筋
線維はチャンバー内のスティーラーにくっつかな
いが、犬の筋線維はくっつきやすく、馬もそうであ
る可能性があるため注意するべきだ」というアド
バイスももらった。まずは顕微鏡下で筋線維をほ

ぐすトレーニングを行って、サンプル作製のスキ
ルを養ったところで、ホモジネートサンプルとの
比較を実施し、今後どちらのサンプル調製法を実
験に用いるのかを決定していきたいと考えてい
る。

終わりに
　高分解能呼吸測定に関する国際ワークショップ
はヨーロッパ、北米をはじめ世界各国のミトコン
ドリア研究者が多く参加する研修会であった。こ
のような国際ワークショップで世界中の研究者と

交流を図ることは日本における競走馬の研究をア
ピールする上で非常に重要であり、今後の研究を
進めていく上で非常に有意義だった。また、
Oxygraph-2kは今年中に新規備品として購入する
ことが決定しており、今後この機器を最大限に利
用してサラブレッドのトレーニングに関する研究
をさらに発展させていきたいと考えている。
　最後に今回の学会参加に際し、出張手続きに関
してご尽力いただいた競走馬総合研究所企画調整
室、馬事部獣医課、国際部の皆様に深謝いたしま
す。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

学 会 報 告

競走馬総合研究所　微生物研究室　木下優太

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

図1　ソレントの位置

図2　ナポリ湾を望むソレントの海岸

第18回世界獣医検査診断者学会 (18th International
symposium of the World Association of Veterinary

Laboratory Diagnosticians: WAVLD 2017) に参加して

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

図3　会場のHilton Sorrento Palaceと口頭発表を行
　　   ったSIRENE ROOM

図4　演題終了後の記念撮影

図5　企業展示の様子

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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Office) によるセミナーが開催され、細菌およびウ
イルスの検査法等についての情報交換が行われた。
本年度は、近年注目すべき細菌の薬剤耐性、薬剤耐
性機序、薬剤耐性に対する迅速検査法、データの比
較や解釈における注意点、薬剤耐性に関する表現型
と遺伝子型の関係あるいは各国におけるバイオリ
スクの現状紹介など多岐に渡って報告された。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　以下に、私が発表した演題の日本語および英語
の要旨を記す。

MLVAによるSalmonella Abortusequiの遺伝子型
別法の開発と応用
木下優太1）・秋葉正人2）・黒田誠3）・関塚剛史3）・丹羽
秀和1）・片山芳也1）

1）日本中央競馬会 競走馬総合研究所・2）農研機構
動物衛生研究部門・3）国立感染症研究所

【背景と目的】
　馬パラチフスは、Salmonella Abortusequiが原因
となる細菌感染症で、流産、敗血症、精巣炎などの
症状を呈する。日本で過去に分離されたS .  
Abortusequi株は、pulsed-field gel electrophoresis 
(PFGE) あるいはfluorescent amplified fragment 
length polymorphism (FAFLP) を用いた遺伝子型
別では、いずれの株もほぼ同一の遺伝子型であっ
たと報告されている (Akiba and others 2003)。一
方、インドで分離されたS. Abortusequi株について
は、enterobacter ia l  repet i t i ve  in tergen ic  
consensus PCR (ERIC-PCR) で型別可能であった
ことが報告されている (Saxena and others  
2002)。 Multi-locus variable number tandem 
repeats analysis (MLVA) は、多くの細菌の遺伝子
型別法に応用されている手法で、PFGEやファージ
型に比較し識別能が高いことが知られている (Hu 

and others 2013; Malachowa and others 2005). 
本研究の目的は、MLVAによるS. Abortusequiの遺
伝子型別法を開発し、その有用性をERIC-PCRと比
較検討することである。

【材料と方法】
　本研究では、S. Abortusequi 42株 (日本分離株
38株、国外分離株4株) を使用した。38株の日本分
離株の中には、3つの集団発生においてそれぞれ
分離された4、8および8株が含まれている。MLVA
の開発は、9つの反復配列多型をTandem repeat 
finder version 4.04にて検索し、同領域のPCRプラ
イマーをPrimer3 version 0.4.0.を用いて作製し
た。PCR増幅後のダイレクトシークエンスは
FASMAC Co., Ltd.にて実施した。MLVAの結果に基
づく系統樹作製は、phylip version 3.695を用いて
近隣接合法にて行った。ERIC-PCRは、既報に基づ
き (Versalovic and others 1991)、MLVAと同様に
42株に対して実施した。

【結果】
　42株のS. Abortusequiは、プラスミド欠損株を除
きERIC-PCRでは識別不能であった一方、MLVAで
は20タイプの遺伝子型に分類された。MLVAに基
づく系統樹において、日本分離株は4株の国外分
離株とは異なるクラスターを形成し、さらに、3つ
の集団発生における分離株は集団発生毎に異なる
クラスターを形成した。

【考察】
　S. Abortusequiの日本分離株は、PFGEあるいは
FAFLPを用いた遺伝子型別では多くが同一の遺伝
子型を示すため、これらの手法を用いた疫学調査
の実施は困難であった。インド分離株は、
ERIC-PCRにて識別可能と報告されているが、本研
究では42株の日本分離株はプラスミド保有株あ
るいはプラスミド欠損株の2タイプのいずれかに
分類されるのみで、ERIC-PCRを用いた疫学調査も
PFGEなどと同様に困難であると考えられた。一
方、MLVAは、42株の日本分離株を20の遺伝子型
に分類可能であり、分離国や集団発生毎に異なる
遺伝子型を保有していたことから、本研究で開発

したMLVAは、S. Abortusequiの識別能が高く、疫学
調査に有用であることが示唆された。

　発表終了後、従来よりも詳細な遺伝子型別が可
能になったことで、菌株間における病原性の違い
は示唆されたか？という質問があった。本研究で
使用した菌株は、いずれも流産胎子あるいは流産
を起こした母馬などから分離されており、症状と
全く関係の無い菌株は含まれていないため、病原
性の差については本研究では不明であった。仮に、
菌株毎の病原性あるいは性状に差があった場合、
従来のように、類似する菌株を細かく分類する手
段がなければ、その差を認識することは難しいが、
本発表で提示したように、より細かく遺伝子型を
分類することで、グループ毎の病原性や性状など
の差を顕在化させることができるため、今後は型
別を実施する菌株数を増やすとともに各株の背景
についても併せて検討していく予定である。
 
　以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Salmonella Abortusequiによるアウトブレイク
の報告
Mortality in foals associated with Salmonella 
enterica subsp. enterica Abortusequi infection

Trotta A.ら (Bari University, Italy)
　繁殖牝馬の流産あるいは子馬の多発性関節炎の
原因となるSalmonella enterica subsp. enterica 
Abortusequiによる感染症 (馬パラチフス) は、アジ
アやアフリカにおいてしばしば報告されており、
さらに、ヨーロッパや米国においても散発的な発
生が認められている。本研究では、致死率が高かっ
た子馬におけるS. Abortusequiのアウトブレイク
について検討した。
　2016年1月~4月にかけて、ムルケーゼ種を飼養
する牧場 (繁殖牝馬40頭、種牡馬7頭、1歳馬25頭) 
において、34頭の子馬が誕生した。生まれた34頭
のうち、10頭は生後直死し、7頭は重篤な臨床症状
を呈して10日以内に予後不良となった (死亡子馬
計17頭、致死率50%)。さらに別の4頭は、41℃以上
の発熱、元気消失、血様下痢および跛行などの臨床

症状を呈した。予後不良となった2頭から採材し
た異なる臓器、症状を呈する4頭の滑液、およびこ
れら6頭の母馬から採材した膣スワブと直腸スワ
ブを本研究では使用した。Salmonella属菌を疑う
コロニーに対しては、PCR法 (標的遺伝子はinvA) 
を用いて同定し、Multi locus Sequence Type 
(MLST) にて遺伝子型別を決定した後に、薬剤感受
性試験を実施した。ウマヘルペス1型 (EHV-1) お
よびウマ動脈炎ウイルス (EAV) に対するウイルス
学的試験および血清学的試験も併せて実施した。
　繁殖牝馬から採取した膣スワブおよび直腸スワ
ブからS. Abortusequiは分離されなかったが、子馬
から採材したサンプルのうち、純培養状に培養さ
れた計16株がS. Abortusequiと同定された。分離さ
れた全ての株は同一の薬剤耐性型を呈していた 
(クロラムフェニコール、テトラサイクリン、アン
ピシリン、オーグメンチン、セフロキシム、セフタ
ジジム、ゲンタマイシン、エンロフロキサシンおよ
びST合剤に感受性)。また、MLST型はいずれの株も
ST251であった。さらに全頭においてEHV-1およ
びEAV陰性であった。
　本研究において、組織サンプルや子馬の滑液か
らS. Abortusequiが純培養状に分離された。薬剤感
受性に基づき、全身症状を呈する4頭に対してST
合剤およびゲンタマイシンが10日間投与され、そ
のうち3頭は根治した一方で、残りの1頭は持続性
の多発性関節炎を呈した。アウトブレイクが発生
した原因は明らかではないが、本アウトブレイク
が発生する直前に、2頭の繁殖牝馬が当該牧場へ
導入されており、この導入馬が元々の感染源に
なった可能性が否定できない。ヨーロッパにおい
て馬パラチフスは稀ではあるものの、一端発生す
ると強い伝播力と高い致死率のために経済的損耗
が大きいため、臨床獣医師や牧場関係者は、馬パラ
チフスのリスクや防疫措置を念頭に置いておく必
要があり、本疾患による新生子馬の損耗を減少さ
せるために繁殖牝馬に対するワクチン接種を考慮
するべきであると考えると、演者らは発表した。
　日本における馬パラチフスのアウトブレイク
は、稀ではあるものの数年に一度発生し (直近では
2014年)、本発表と同様に繁殖牝馬の流産および
生後虚弱を主な症状として複数頭に発生すること

が多い。本病に対する防疫対策を考える上で、感染
源の特定は重要なファクターとなるが、本発表に
おいては、感染源として導入馬を疑うものの特定
はされなかった。同学会で筆者が報告した遺伝子
型別法であるMLVAを用いることで、発症馬から
分離された株と過去の分離株との関連性をより詳
細に把握できる可能性があり、このような事例に
おいてMLVAの高い解像度は有効となりうる。ま
た、演者はワクチン接種の重要性を強調していた
が、日本国内において馬パラチフスに対するワク
チンは市販されていないため、S. Abortusequiが常
在している可能性のある地域からウマを導入する
際に取りうる対策として、一定期間の隔離や事前
の細菌学的検査など国の事情に沿った対策を考え
ることが重要であると感じた。

○Rhodococcus  equ iのためのMul t i locus  
Sequence Typing (MLST) 法の開発
Development of a multilocus sequence typing 
scheme for Rhodococcus equi
Duquesne F.ら (ANSES Dozulé Laboratory, 
France)
　Rhodococcus equiは、ウマ、ブタあるいはヒトに
おいて主に呼吸器疾病の原因となる病原細菌であ
る。本疾病は、世界各地で風土病化しており、特に
子馬の致死性疾病として重要である。しかし、ウマ
産業における経済的な影響が大きいにもかかわら
ず、R. equiに対する広域的な宿主分布調査あるい
は遺伝的多様性や地域による偏りについてはほと
んど明らかとなっていない。R. equiの遺伝子型別
においてRFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) やPFGE (Pulsed-Fie ld Gel  
Electrophoresis) といった分子疫学的手法がしば
しば使用されており、これらの手法は限られた地
域内における疫学調査には有用であるが、多施設
間における比較が実施しにくいという点におい
て、世界規模の調査には向いていない。MLST 
(Multilocus sequence typing) は6～8つのハウス
キーピング遺伝子の塩基配列の違いに基づく比較
的新しい型別法である。これらの遺伝子における
塩基の変異 (例：A→TあるいはG→Cなど) は、発生
する頻度が少ないため、世界的な疫学調査という

観点から見て十分に安定した情報が得られる。
従って、R. equiの世界的な疫学調査において、
MLSTは優れた手法であると考えられるため、演者
らは本研究において、R. equiに対するMLSTの開発
を実施した。
　本研究では、95株のR. equi株を使用した。その内
訳は、ATCC 33701 (病原性プラスミドを保有)、
ATCC 33701派性株 (病原性プラスミドを欠損) お
よび93株の野外株 (ウマ由来臨床分離株33株、環
境分離株27株、ブタ由来臨床分離株31株および
AIDS患者由来株2株) である。なお、31株のブタ由
来株のうち、30株はベルギーで分離され、残りの1
株は日本で分離されたものである (以上95株のう
ち、8株は後の検査でR. equiでは無いことが判明す
るがその詳細は不明)。各株がR. equiであるかどう
か、さらに病原性プラスミド遺伝子 (vapAあるい
はvapB) を保有するかどうかについてPCR法で確
認した。各株に対して7つのハウスキーピング遺
伝子 (gapdh、tpi、mdh、icl、rpoB、recA、adk) に対す
るPCR法を実施し、PCR産物をシークエンス解析
した。各シークエンスはMEGA ver.6.0により解析
した。遺伝子毎にアレル番号を付与し、7個の遺伝
子の組み合わせによるST型 (sequence type) を株
毎に決定した。なお、本研究で決定したMLSTシー
クエンスと株情報は以下のウェブサイトを参照の
こと (http://pubmlst.org/rhodococcus/website)。
Clonal complex (CC) は、eBURST ver.6.0を用いて
決定した。
　解析した95株のうち、8株については予期せぬ
ことに、PCR法および追加で行った16S rRNA解析
にてR. equiではないことが判明したため、これら
の株についてはRhodococcus属菌とし、R. equiとは
分けて解析を行った。87株のR. equiは、各遺伝子座
につき7～10個のアレル型を保有しており、塩基
の多様性は0.8～2.2％であった。27個のST型が認
められ、そのうち16個は6つのCCに分類された。R. 
equiではなかった8株のRhodococcus属菌について
は、各遺伝子座につき1～5個のアレル型を保有し
ており、塩基の多様性は1.2～8.6％であった。ま
た、認められた5個のST型のうち2つが同一のCCに
分類された。さらに、使用した R .  e q u i や
Rhodococcus属菌において、共通して保有されてい

たアレルはgapdh-2のみであった。
　本研究にて、演者らはR. equiに対するMLSTを開
発し、ウェブサイト上にデータベースを構築した。
このデータベースを世界各地で使用することによ
り、様々な遺伝子型が報告され、将来におけるR. 
equiの疫学に資するデータが集積できると考える
ため、本検査法は多種のRhodococcus属菌の系統解
析に有用であることが示唆された。さらに、
gapdh-2はR. equiや他のRhodococcus属菌で共通す
るアレルであることから、遺伝子の水平伝播の可
能性も示唆されたが、この点についてはさらなる
調査が必要である。本研究で使用した株は、正確な
疫学調査を念頭に置いて選択した訳ではなかった
が、ウマ、ブタあるいはヒトという宿主毎に異なる
ST型が1例を除き全ての株で認められた。その例
外は、ベルギーの豚由来株とフランスのヒト由来
株が共通のST型を保有していたものであるが、こ
のことは、動物がヒトのR. equi感染症の潜在リス
クとなる可能性を示唆するものであると考えられ
た。さらに、ウマおよびブタ由来のR. equi株は共通
のCCに属することがあるため、異なる保菌動物か
ら本菌が互いに伝播している可能性も示唆される
ものと考える、と演者は発表した。
　R. equi感染症は、我が国においても重要な子馬
の感染症で、毎年20頭前後の子馬が本疾患が原因
となり予後不良となっている状況にある。これま
で、我々は病原性プラスミドの型別を中心とした
型別法を実施してきたが、演者らが指摘するよう
に多施設間での検討は比較的困難であった。その
ような点において、MLSTは優れていると考えら
れ、また、病原性プラスミドを主体にした従来の検
査法とは異なり、MLSTによるゲノムの複数個所あ
るいは全ゲノム解析による全範囲を対象にした検
査法を実施することで、これまで検討されていな
かったプラスミド以外の因子と宿主域や病原性と
の関係性が明らかになることを期待する。

○土壌からの炭疽菌特異的バクテリオファージの
分離と潜在的活用法
Bacillus anthracis-specific bacteriophages 
isolation from soil samples and potential use

Campese E.ら (Ce.R.N.A, Italy)

　バクテリオファージは、細菌の菌体内でのみ増
殖可能なウイルスであり、生物圏 (注訳：生物とそ
れらが生息するための環境とをあわせた概念) に
おけるファージ数は1031個を超えると推察されて
いる。病原細菌における薬剤耐性の出現は、近年の
医療において重要な問題になっており、その対策
として細菌感染に対してファージを投与し、予防
あるいは治療を行うことが提案されている。炭疽
の原因菌である炭疽菌 (Bacillus anthracis) に対し
て有効な新たなバクテリオファージを研究するこ
とを通じて、炭疽菌の様々な株に対して有効なバ
クテリオファージを今後活用することが可能にな
れば、炭疽の治療のみならず、食品や環境からの除
菌においても有用なツールとなりうると考えられ
る。本研究では、バングラデシュで採取した土壌サ
ンプルからバクテリオファージを分離した手法と
ともに、Cardiff大学の協力の元に実施した様々な
Bacillus属菌に対するバクテリオファージの感受
性試験の成績を報告する。
　バングラデシュの土壌サンプルからのバクテリ
オファージ分離は、以下の方法で行った。まず、マ
イトシンC誘導法を用いて、本研究で使用した
ファージ分離法において、炭疽菌34F2株がプロ
ファージを含まないことを確認した。次に、環境中
ファージを分離するため、25gの土壌を25mlの
TSB培地に混和し、その懸濁液を10mlの炭疽菌
34F2株培養液に接種した後、土壌混濁液をボル
テックスによりよく混和してから、37℃で一昼夜
培養した。その後、各培養液を5000×gで20分間
遠心処理し、上清を0.45μmおよび0.22μmのポ
アサイズの順にフィルター滅菌した後、炭疽菌
34F2株に対して有効なバクテリオファージが存
在するかどうか各サンプルを確認した。バクテリ
オファージは、単プラーク分離法により分離した
後、炭疽菌34F2株および様々なBacillus属菌に対
する有効性を検討した。
　本法により、形態学的に類似した2つのファー
ジ (1Bおよび1C) からなるファージカクテルを分
離した。なお、これら2つのファージは、異なる土
壌サンプルから分離されており、電子顕微鏡によ
る形態学的観察により、Siphoviridae科に属すると
推察されているが、ゲノム解析による正確な分類

を今後行う予定である。我々は、ファージ1Bおよ
び1Cが様々な菌種あるいは様々なBacillus属菌に
対して有効であることに加え、各ファージの炭疽
菌34F2株に対する効力が、16℃、25℃および37℃
において保持されていることを確認した。
　薬剤耐性菌による症例が増加する昨今の医療事
情を鑑みると、抗菌薬とは異なる抗菌機序を保有
するファージは、耐性菌治療において新たな可能
性を持っており、その点において、γファージに抵
抗性の炭疽菌LSU463株を含む様々なBacillus属菌
に対して感染能を保有するファージを分離するこ
とは、非常に重要であると考える。今後の研究で
は、炭疽治療における解毒剤や、環境からの除菌剤
あるいは生物兵器として多量の炭疽芽胞が散布さ
れた際の対策に使用できるように、本研究で分離
したファージを活用することに焦点を当てる予定
である、と演者らは報告した。
　バクテリオファージによる細菌感染症の治療
は、20世紀初頭から使用および研究が行われてい
たが、抗菌剤の誕生により、ロシアやグルジアなど
一部の国を除いて現在ではほとんど実施されてい
ない。しかし、薬剤耐性菌が問題になるにしたが
い、抗菌剤とは異なる機序で細菌感染症をコント
ロールできる可能性があるため、ファージセラ
ピーは再注目されている分野である。馬の感染症
においては、酪農学園大学の岩野准教授と協力し、
細菌性角膜炎の主な原因となる緑膿菌に対する
ファージの効力を検討するなどしている。バクテ
リオファージは特異性が高いことが長所である
が、同時に短所ともなりうるため、Bacillus属や緑
膿菌以外の様々な細菌に対して検討していくこと
が重要であると考える。

○イタリアにおける炭疽菌アウトブレイク株の次
世代シークエンス解析
WGS from an anthrax outbreak make known 
the Italian tale of the disease
Serrecchia L.ら (Anthrax Reference Institute of 
Italy, Italy)
　炭疽は、動物における危険な疾病であると長年
にわたり考えられている。イタリアにおける過去
50年間の報告だけでも1000件を超えるヒトでの

報告がなされており、動物においては最大1万件
の発生例があったと推測されている。最新の報告
では、特に発展途上国において炭疽は依然として
世界各地で発生しており、経済的に発展するにつ
れ、その発生は少なくなるようである。イタリアで
は、大規模なワクチン接種キャンペーンにより、毎
年数例の散発例が近年では報告される程度であ
り、ヒトにおける発症例は稀で、過去10年におけ
る死亡例も報告されていない。炭疽菌については、
地域ごとの疫学情報が明らかになっているもの
の、時代の経過により新たに汚染された地域に関
しては不明な点が多い。2016年夏季に、イタリア
のアブルッツォ州Prezzaの牧場において、4頭の羊
が関与するアウトブレイクが発生した。アブルッ
ツォは過去50年間に炭疽は報告されておらず、本
地域が関与するヒト症例についても記録は認めら
れない。このアウトブレイクから分離された1株
について、過去にイタリアで分離された株との関
連を検討するため、全ゲノム解析 (WGS: whole 
genome sequencing) およびMLVA (multilocus 
variable number tandem repeat analysis) を実施
した。
　上述のアウトブレイク株に加え、公共データ
ベースから使用可能な19株の炭疽菌のシークエ
ンス情報を合わせて解析した。In silicoによる
SNPs (single nucleotide polymorphisms) 解析を実
施することで、既報の炭疽菌のどのグループにア
ウトブレイク株が分類されるかを検討した。SNPs
はリード配列と全ゲノム解析により行ったが、一
定の条件を満たさない配列はSNPs解析から除い
た (解析から除く配列：重複領域、不足あるいは不
明瞭なベースコール (生データの波形ピークから
各塩基を割当すること) を含むSNPs、カバレッジ
が10未満の領域およびSNPコール率が90％未満
であった配列)。SNPsに基づく系統樹は、最大節約
法を用いて描写した。MLVAは既報に従い実施し、
得られたアレルプロファイルをイタリアのデータ
ベースと照合した。
　本研究で使用したアウトブレイク株は、SNPs解
析の結果、TEAグループ009/011に属しており、
データベースを使用して同時に解析した19株の
うち2株を除いた17株は全く同じ型別であった。

残りの2株は、TEAグループ008/011であった。系
統樹解析では、200個程度のSNPsによるわずかな
遺伝的差異が示され、イタリア株のクラスターは
Sahlらが2016年に報告した5つのサブグループに
分類された。アウトブレイク株は、データベースか
ら集めた19株のうち5株とともに、サブグループ
Br.140に属していた。地理情報によると、サブグ
ループBr.140は、Puglia、LazioおよびTuscanyの全
域に広がっているようである。他のサブグループ
であるBr.144はBasilicataおよびPuglia地域で分離
されており、Br.133は2株のCarbosapワクチンと
同じグループ、Br.137はPugliaおよびSardiniaの分
離株と同じグループ、そして上記以外の一部の株
はシチリア島に分布するTEA008/011グループと
同じであった。MLVAにおいては10個の遺伝子型
が認められ、TEA009/011はTEA008/011と識別
可能であったが、サブグループについては識別不
能であり、異なるグループ間に共通の遺伝子型が
混在していた。
　本研究にて、アウトブレイク株はイタリアで最
も分布している遺伝子型であるTEA 009/011に
属していることが明らかとなった。TEAグループ
は、イタリア全土に分布しており、過去において1
つの先祖株がイタリアに土着したことが示唆され
る報告がなされている。TEAグループは、イタリア
のみで認められる遺伝子型ではないが、イタリア
全土に広がっていることを考慮すると、急速で大
規模な適応進化があったのではないかと推察され
る。一般的に”tratturi”の名で知られているイタリ
アにおける伝統農法 (夏と冬の放牧地が数10km~
数100km離れており、その間を家畜とともに移動
する農法) によって、炭疽菌がイタリア全土に伝播
することが容易になった可能性が指摘されてお
り、近年の先祖株が南部および中部イタリア株と
共通点を多く持っていることからも、家畜の伝統
農法が実施されていた地理に沿って炭疽菌が分布
した可能性があることを裏付ける。本研究による
基礎的データは、イタリアにおける炭疽菌のモニ
タリングにおいて、MLVAに比較して全ゲノム解
析が有用であることを示唆するものである、と演
者らは報告した。
　MLVAによる遺伝子型別は、従来行われていた

パルスフィールドゲル電気泳動法などの型別法に
比較し、一般的に識別能が高いことが知られてお
り、本学会にて我々もSalmonella Abortusequi (馬
パラチフスの原因菌) においてMLVAは有用な手
法であることを発表した。本発表で示されたよう
に、全ゲノム解析は、MLVAと比較し、より識別能

が高いと考えられるが、時間とコストという点で
未だに大きなハードルが存在することも事実であ
る。そのため、様々な識別法が存在する中で、識別
能・時間・コストなどの中から優先すべき点を考慮
した選択を行うことが重要であると考える。

概要
　世界獣医検査診断者学会 ( In t e rna t i ona l  
sympos ium o f  the  Wor ld  Assoc ia t ion  o f  
Veterinary Laboratory Diagnosticians: WAVLD) 
は、質の高い獣医療診断法を世界中に普及するこ
とを通じて、動物と人における健康の改善を目的
としており、獣医療域における検査法あるいは診
断法の報告に特化した国際学会である。本学会は、
1977年にメキシコにおいて始まり、その後は数年
ごと (近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今
回で第18回目となる。WAVLD 2017は平成29年6
月7日から10日までの4日間、イタリア共和国カン
パニア州ナポリ県ソレントにおいて開催され、イ
タリアでの開催は、2001年に引き続き今回が2回
目であった。今開催地であるソレントは、ナポリ湾
を望む風光明媚な美しいリゾート観光地として知
られる (図1、2)。
　WAVLD 2017は、Hilton Sorrento Palaceを会場
とし、総講演数292題 (基調講演4題、口頭発表60
題、ポスター発表228題) の発表が行われた (図
3~5)。発表演題は、ウマのみならずイヌやネコ、さ
らにはイルカや爬虫類といった動物種における検
査法が発表されることもあったが、感染症の検査
法における基礎的な内容はウマと共通する部分が
多く、また、炭疽や野兎病など、近年国内において
発生が稀もしくは全くない病原菌に関する発表も
あり、幅広い情報を得られる点において優れた学
会である。
　また、本学会では参加者による一般演題と同時

並行で、パリ (フランス) に本部事務局が置かれる
国際獣疫事務局 (OIE：International Epizootic 

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

Cell Symposium on Exercise Metabolism
 (CELLMET)に参加して

図1　学会会場であるSwedish Exhibit ion & 
Congress Centre
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

図2　学会会場入口のウェルカムボード

図3　発表ポスターと演者（大村）

図4　発表ポスター（大村）
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図5　発表ポスターと演者（向井）

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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図6　発表ポスター（向井）

　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

学 会 報 告

競走馬総合研究所　運動科学研究室　大村　一 ・ 高橋佑治

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。

American College of Sports Medicine
（ACSM:アメリカスポーツ医学会）第64回年次総会

コロラド州は中央アメリカに位置し、ロッキー山脈に囲まれて
いる。人口は約500万人で、最大都市はデンバー市（地図上の
A）。

デンバーの町並み（上）と最寄駅（ユニオン駅；下）。デンバー空
港とユニオン駅を結ぶ路線が昨年開通され、交通の便が良く
なった。また、大会会場周辺とユニオン駅を結ぶ無料の路線バ
スも走っていた。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。

大会のメイン会場はコロラドコンベンションセンター。3800
を超える演題と6000人以上が参加するため会場は非常に広
い。シンボルとなっているのは写真右に見えるブルーベア。

マイケルフェルプスの講演は大会2日目の昼休憩時に行われ
た。コロラド州で行われた高地トレーニングなどが話題となっ
た。

ポスター会場の様子。参加人数が多いだけに、日本の学会と比
べると非常に大きい。

受付会場の様子。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。

企業展示会場の様子（上）。様々な最先端研究機器が展示されて
いる。（写真下はバイオメカニクス研究で利用されるモーショ
ンキャプチャの紹介）

アメリカの高地トレーニングの代表地であるデンバーでの学
会と言うこともあり、サラブレッドの低酸素トレーニングの効
果について多くの質問を受けた。われわれの研究では、サラブ
レッドの低酸素トレーニングの効果は人よりも強く出ること
から、その点に関する説明に対して大いに興味を持ってもらう
ことができた。
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　獣医学領域において、スポーツ科学に関する研
究を行っているのはウマだけであり、さらに日本
でウマの研究を実施しているのはJRAおよびJRA
と共同研究を行っている機関のみといっても過言
ではない。そのような現状から、運動科学研究室の
研究をさらに進めていくにあたって、ヒトのス
ポーツ科学の国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。

Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)とは
　Cell Symposium on Exercise Metabolism 
(CELLMET)は学術雑誌Cellを発行するCell Pressの
関連団体であるCell Symposiaが2年に1回開催し
ている運動科学分野の学会である。運動が代謝に
与える影響を個体レベルから細胞レベルで研究す
る世界的に著名な研究者が多数講演する学会であ
り、非常に充実した内容となっている。
　CELLMETは今回が2回目の開催であり、歴史の
浅い学術集会であるが、Cell自体 は1974年創刊の
医学・生化学・分子生物学などライフサイエンス分
野における世界最高峰の学術雑誌であり、同誌か
らの論文の引用数を示すインパクトファクターが
非常に高いことで有名である。1) オミクス（ゲノ
ミクス；遺伝子網羅解析、プロテオミクス；タンパ
ク質網羅解析などが含まれる）および運動への適
応（integrated omics and the adaptive response to 
exercise）、2) 遺伝学、エピジェネティクス（DNA配
列が変化していないのに細胞分裂後も継承される
遺伝子発現の変化に関する研究）およびオーダー

メイド医療（genetics, epigenetics and precision 
medicine）、3) 疾病と老化における運動（exercise 
in disease and aging）、4) 運動がもたらす健康利
益の媒介物（ s y s t e m i c  m e d i a t o r s  o f  
exercise-induced health benefits）、5) 運動模倣薬
（exercise mimetics）という5つのテーマについて
（どれもが最新の研究テーマであり、適切な日本語
訳があまり存在していないことをご容赦いただき
たい）、2つの基調講演、19のシンポジウム講演を
行い、一般発表としては10題の口頭発表、218題の
ポスター発表があった。日本からの参加者やポス
ター発表（20題）が非常に多く、これは国別ランキ
ングで第3位（1位デンマーク、2位アメリカ）だっ
たようである。ウマに関する演題は、我々の発表2
題以外にはアイルランドのダブリン大学からの発
表が4題あった。

 　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素運動前および4時間後におけるウマ骨格
筋のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングは、常酸素トレーニングに
比較して最大酸素摂取量が増加することが馬では
明らかとなっている。しかし、低酸素トレーニング
の筋肉の代謝に関する急性の効果については明ら
かではない。本研究では、低酸素トレーニングの筋
肉における代謝応答は常酸素トレーニングとは異
なるものと仮定し、そのことを検証することを目
的とした。5頭のよくトレーニングされたサラブ
レッドは低酸素下（15％）および常酸素下（21％）
においてオールアウト運動を行った。運動前およ
び運動4時間後においてメタボローム解析用（筋
肉内の代謝物網羅解析；116代謝物の測定）の筋サ
ンプルを中殿筋より採取した。結果、低酸素および

常酸素下での運動4時間後は筋肉中のイソロイシ
ンが、いずれも運動前と比較して有意に減少した。
これに加えて低酸素下の運動4時間後では、グル
タミン酸、カルニチンの減少、およびトリプトファ
ンの増加が認められた。これらのことから、低酸素
下での運動は、常酸素下での運動と比較して筋肉
の代謝に対して異なる刺激となるものと考えられ
た。
　低酸素下と常酸素下での運動によって筋肉の代
謝物に変化があることは、意外な結果であるよう
で、そのメカニズムについて多くの質問を受けた。

また、エネルギー代謝に関わるアミノ酸の変化が
認められたことから、血液の代謝物網羅解析を同
時に行うほうがより多くのことがわかるのではと
数人の研究者から指摘を受けた。網羅解析におい
てはより多くの組織、より多くのサンプル、より多
段階（DNA～代謝物まで）を同時に行うことが重要
であるが、資産と資源をいかに注力できるかが課
題である。同じ分野の研究者が多く集まっていた
ことから、多くの質問や示唆をいただくことがで
き、大変有意義な発表となった。

○低酸素下での一過性の高強度運動はウマ骨格筋
のミトコンドリア新生を抑制する
向井和隆1）・大村　一1）・松井　朗1）・間　弘子1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）・高橋敏之1）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素トレーニングを行うと、ウマの運動パ
フォーマンスや有酸素能力が向上するが、その適
応のメカニズムに関してはあまりよく分かってい
ない。そこで、一過性の低酸素運動後にウマ骨格筋
のミトコンドリア新生に関連するタンパク質の動
きを調べた。低酸素下（酸素濃度15%；低酸素群）に
おいて、6頭のサラブレッドを100秒（ターゲット）
で疲労困憊に達する速度でトレッドミル走行させ
た。常酸素下（酸素濃度21%；常酸素群）において
も、低酸素群と同じ速度および時間の運動を実施
した。運動前、直後、4時間後および24時間後に中
殿筋から筋サンプルを採取し、ウエスタンブロッ
ティングでミトコンドリア関連タンパク質を定量
した。一過性運動後、低酸素群における4および24
時間後のperoxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator (PGC) -1αタンパク
質、4時間後のクエン酸シンターゼ（CS）タンパク
質およびチトクロームcオキシダーゼ（COX）サブ
ユニット4タンパク質は常酸素群より低値を示し
た。これらの結果は、ウマにおいて、一過性の低酸
素運動がPGC-1α、CSおよびCOX4をダウンレギュ
レートし、ミトコンドリア新生を抑制しているこ
とを示唆している。
　ポスター発表に関して「低酸素トレーニングを
したら最大酸素摂取量が増えるのに、低酸素運動

後にミトコンドリアは減るんだね。不思議」という
質問があった。この疑問はまさに我々が抱いた疑
問と同じである。最大酸素摂取量は有酸素能力（い
わゆるスタミナ）の指標としてはゴールデンスタ
ンダードとされている。そして、ヒトの場合には持
久的トレーニングをすると最大酸素摂取量が増
え、骨格筋にあるミトコンドリアというエネル
ギー工場のような小器官が増加することが知られ
ている。酸素をたくさん摂取できるようになると
いうことは酸素を使ってたくさんエネルギーを作
り出すことができるようになることを意味し、そ
れによって持久力が増すことになる。その反応の
最終段階にあるミトコンドリアはとても重要な役
割を果たしていると考えられている。そのため、今
回の結果において、ミトコンドリアの調節因子で
あるPGC-1αやミトコンドリアの主要酵素である
CSとCOX4が減少しているというのは一見矛盾し
ているように見える。しかし、ヒトにおいても一過
性低酸素運動に対する筋肉の適応メカニズムに関
しては相反する研究結果が報告されており（Zoll 
et al. J Appl Physiol 2006, Mounier et al. Eur J 
Appl Phyiol 2009）、いまだ統一した見解が見出さ

れていない。我々のこれまでの研究結果から低酸
素トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスを向上させることは明らかであるため、これ
からもそのメカニズムにせまる研究を続けていく
必要があると考えている。

　以下に、競走馬のスポーツ科学研究に応用可能
と思われる演題を紹介する。

○運動トレーニングによってヒト骨格筋の呼吸鎖
スーパー複合体形成とミトコンドリア呼吸が増加
する
Increased respiratory chain supercomplex 
formation and mitochondrial respiration in 
response to exercise training in human skeletal 
muscle
D. Bishop1）・C. Granata1, 2）・J. Kuang1）・J. Botella1）・
N. Jamnick1）
1）Victoria University ,  Austral ia ;  2）Monash 
University, Australia
　ミトコンドリアの構造は、運動によって引き起
こされるエネルギー要求の変化に迅速に適応する
ことが知られている。しかし、異なる持久的トレー

ニングプログラムを実施した後に、電子伝達系の
呼吸鎖複合体がどのようにスーパー複合体と呼ば
れる形態に組み立てられるのかはほとんど分かっ
ていない。10人の健康な被験者に以下のような連
続する高強度インターバルトレーニングを実施し
た：4週間の通常ボリュームトレーニング（NVT; 3
回/週）、3週間の高ボリュームトレーニング（HVT; 
2回/日）、2週間の減ボリュームトレーニング
（RVT; 5回/2週）。各トレーニング期の前後で外側
広筋から筋バイオプシーを行った。筋線維のミト
コンドリア呼吸機能およびスーパー複合体形成は
NVT後に変化しなかったが、HVTの後には増加し
た。また、RVT後にミトコンドリア呼吸機能は変化
しなかったが、スーパー複合体形成は減少した。こ
の研究から骨格筋におけるミトコンドリアスー
パー複合体形成とミトコンドリア呼吸はトレーニ
ング量に依存して適応し、しかも異なるトレーニ
ング刺激に反応していることが示唆された。
　トレーニングを規定する要素としては、トレー
ニング強度（サラブレッドの場合、走行速度）、ト
レーニング（継続）時間、トレーニング量、トレーニ
ング頻度などいろいろあるが、トレーニング効果
に最も大きな影響を及ぼすのは、運動強度である
という研究報告が数多く存在している。サラブ
レッドに関しても同様のことが言え、それだから
こそ調教師は調教のタイムを厳密にコントロール
している。今回の研究はトレーニング強度を高強
度で固定させたまま、トレーニング量を増減させ
たものであり、被験者が増大したトレーニング量
に耐えられるのであれば、トレーニング量が多い
方がいいというものであった。1日に2回高強度イ
ンターバルトレーニングを負荷するというメ
ニューはそのままサラブレッド競走馬に応用でき
るものではないと考えられるが、トレーニング量
もトレーニング適応に影響を与える重要な因子の
１つであることを再認識する必要はあるだろう。

○母親の栄養状態が子供の運動パフォーマンスや
骨格筋エネルギー代謝に与える影響
Impact of maternal nutrition on offspring 
exercise performance and skeletal muscle 
energy metabolism

J. Kasch, S. Schumann, K. Hasse, I. Lasik, S. Klaus
German Institute of Human Nutrition Postdam 
Rehbruecke, Germany
　肥満の患者においては運動トレーニングを行っ
ても、必ずしも健康増進に繋がらないことがある。
演者らは周産期（妊娠期＋授乳期）の母親の栄養状
態が子供の運動に対する適応を決定する因子であ
るという仮説を立てた。妊娠期から授乳期にかけ
て低脂肪食（脂肪10%）または高脂肪食（脂肪40%）
を与えられた母親マウスの子供の離乳時（3週齢）
の体重は高脂肪食群が有意に高かった。7週齢か
らランニングホイールによる自発的運動トレーニ
ングをさせ、15週齢の時点で子マウスのトレッド
ミル運動テストを行ったところ、低脂肪群に比べ
て高脂肪食群の持久的運動能力に対するトレーニ
ング効果は低下することが分かった。このメカニ
ズムを確かめるために、トレッドミル運動テスト
前、直後および3時間後に子マウスを安楽殺して
解析を行った。その結果、低脂肪群に比べて高脂肪
群では血中グルコース濃度、骨格筋のグルコース
代謝に関わる因子および血管新生に関わる因子の
発現量が低下しており、骨格筋におけるグルコー
ス利用や毛細血管の増加が抑制された結果、運動
能力が低下したのではないかと考察していた。
　サラブレッドの生産現場も妊娠期の栄養管理に
ついては大きな関心を持っている。日本では当歳
でのセリが活発であり、より見栄えのする大きな
子馬を求める潜在的な要望があると考えられ、そ
のためには母馬に十分な栄養を与える必要がある
と考える牧場関係者も多いだろう。しかし、安易に
脂肪の多い濃厚飼料を母馬に多給してしまって
は、この実験のように持久的運動能力の低い子馬
を生産してしまうリスクがある。セリのときには
見栄えが良くて高い値段がつくが、運動能力が低
いというのは馬主にとっては最悪のシナリオであ
り、それは最終的には牧場の低評価に繋がってい
くものである。最近の研究により妊娠期や授乳期
の栄養環境は子供に何らかの形で記憶されてい
て、その後の成長中に加わる要因との相互作用に
よって、様々な疾病が発症すると考えられている。
ウマにおいては、妊娠中の母馬の過給餌（推奨カロ
リーの140%）が子馬のグルコース代謝に悪影響を

与える可能性が言及されているだけで（Coverdal 
et al. 2015）、運動パフォーマンスに与える影響を
調べた報告はまだないが、ウマにおいてもマウス
の研究と同様のことが起こる可能性は十分あると
認識して、適切な栄養管理をしていくことが求め
られる。

○慢性的に上昇した骨格筋PGC-1α3は運動パ
フォーマンスを低下させる
Family Feud: Chronically elevated PGC-1α3 in 
skeletal muscle impairs exercise performance
V. Martinez-Redondo, W. Jonsson, I. Cervenka, 
J.C. Correia, M. Porsmyr-Palmertz, P. da Silva, 
D.M.S. Ferreira, J.L. Ruas
Karolinska Instituet, Sweden
　転写共役因子であるPGC-1αファミリーは運動
に対する骨格筋の適応において重要な役割を果た
しており、ミトコンドリア新生（PGC-1α1）と筋肥
大（PGC-1α4）の両方に大きく関与している。
PGC-1αファミリーの中でもPGC-1α3は、持久的運
動とレジスタンス運動（筋トレ）のどちらの運動を
実施した際においても、よく変動することが知ら
れているが、その役割は明らかではない。そこで
PGC-1α3の生物学的役割を特定するために、骨格
筋特異的にPGC-1α3を過剰発現させた遺伝子組み
換えマウスを作製した。骨格筋のPGC-1α3が増加
したことによって、基礎エネルギー代謝には大き
な変化が認められなかったが、強制的および自発
的運動パフォーマンスが低下した。トランスクリ
プトーム解析（細胞内に存在するすべてのmRNA
を網羅的に解析する手法）を実施したところ、
PGC-1α3がPGC-1α1の機能を部分的に拮抗する転
写プログラムの引き金になっていることが示唆さ
れた。この予想外の結果は、運動後の転写プログラ
ムにおけるPGC-1αアイソフォーム間の相互作用
をより良く理解する上で重要な知見である。
　PGC-1αはミトコンドリア量を調節する上で
キーとなるタンパク質であり（筋肥大に関与して
いるPGC-1α4はどちらかというと異端児である）、
近年様々なアイソフォームが特定され、それらが
それぞれ異なった働きを持っていることが報告さ
れはじめている。我々もサラブレッドのPGC-1αを

タンパク質レベルや遺伝子レベルで測定し、運動
やトレーニングに対する適応を調べているが、
PGC-1αのアイソフォームを特定して測定したこ
とはない。しかし、PGC-1α3が部分的にでも
PGC-1α1を抑制して、それが運動パフォーマンス
の低下につながるのであれば、サラブレッドの研
究においてもPGC-1αのアイソフォームをしっか
りと区別して測定していく必要性があるだろう。

○高頻度レジスタンストレーニングではタンパク
質分解システムが活性化し、骨格筋が肥大しない
High frequency resistance training does not 
cause skeletal muscle hypertrophy due to 
activation of proteolytic systems in rat skeletal 
muscle
J .  Takegaki ,  R .  Ogasawara ,  A .  Tsutaki ,  N.  
Nakazato, N. Ishii
The University of Tokyo, Japan; Nagoya Institute 
of Technology, Japan; Nippon Sport Science 
University, Japan
　レジスタンストレーニングは筋肥大を引き起こ
し、その程度はトレーニング強度、トレーニング
量、トレーニング頻度などの要因の影響を受ける。
その要因の中では、トレーニング頻度がレジスタ
ンストレーニング後の筋肥大に与える影響は十分
に解明されていない。この研究では、異なるトレー
ニング頻度のレジスタンストレーニング後にラッ
ト骨格筋における筋肥大およびタンパク質分解に
関する反応を調べた。慣習的な頻度（72時間に1回
トレーニング）のグループでは、18回のレジスタ
ンストレーニング（3秒間の最大等尺性収縮を50
回）によって筋肥大とわずかなユビキチン-プロテ
アソームシステム（タンパク質分解メカニズムの
１つ）の活性化が起こった。それに対して高頻度グ
ループ（8時間に1回トレーニング）は、18回のレジ
スタンストレーニング後に筋肥大は起こらず、ユ
ビキチン-プロテアソームシステムとオートファ
ジー（ユビキチン-プロテアソームシステムではな
いタンパク質分解メカニズム）の著しい活性化が
起こった。これらの結果から、高頻度レジスタンス
トレーニングでは骨格筋の肥大が起こらず、それ
はタンパク質分解が活性化することに起因してい

ると考えられた。
　サラブレッドではヒトのようなダンベルなどを
用いるレジスタンストレーニングは行えない。し
かし、レースや追い切り調教のような強運動後に
は筋肥大に関連する経路が活性化することや数週
間の走行トレーニング後には筋線維が肥大するこ
とが分かっている。サラブレッドのトレーニング
目標は速く走ることにあって、ボディビルダーの
ようなマッチョな体を作り上げることではない
が、競馬で好成績を出すためにはある程度の馬体
重が必要という認識も競馬関係者やファンの中で
は半ば常識となっている。実際に今年の日本ダー
ビー5着までの馬の平均体重は493 kg（去年の平
均も489 kg）であり、この認識をサポートしてい
る。これらのことから、サラブレッドにおいても
しっかりと筋肉をつけていくことは重要であると
考えられる。その際の強調教は闇雲に多く行うこ
とが最良ではなく、調教と回復期間を適切なタイ
ミングで設定することによって、タンパク質分解
をあまり活性化させずに筋肥大を促すことが必要
である。現在、多くの厩舎において、週2回（水曜と
日曜）の追い切りが実施されており、このことは筋
肥大の面から考えると理にかなっていると考えら
れる。

（向井和隆）

○サラブレッドにおける初期調教時のスピードに
関する測定項目と遺伝子の関与について
Genetic contributions to measured speed 
variables in Thoroughbred racehorses during 
early Training
G. Farries, B.A. McGivney, K.F. Gough, L.M. Katz, 
E.W. Hill
University College Dublin, Ireland
　若馬の段階において行われる追い切り運動、特
に高速のスプリントトレーニングは、生涯のレー
ス成績を指標にした際、最も直接的にサラブレッ
ドのレースパフォーマンスに影響するとされてい
る。しかし、高速のスプリントトレーニングとサラ
ブレッドの遺伝子情報との関係については明らか
にされていない。そこで、初期調教時のスピードに
関する測定項目は遺伝子情報と相関すると仮説を

立て、研究を行った。2歳のサラブレッド179頭に
対して、スピード情報を得るためにGPSを装着し、
800mから1000mの追い切り調教を行った。遺伝
子情報は血液から分離したDNAを使用し、49,720
の1塩基置換（遺伝子情報の多様性）について調査
した。1塩基置換と調教時のスピード情報（最高走
速度、平均走速度、加速時間など）は統計解析の一
つである主成分分析により、その関係を分析した。
主成分分析により 67.8%の調教時のスピード情報
は説明されたが、個々の遺伝子については有意な
相関を示す1塩基置換は発見できなかった。しか
し、14番染色体の18 kbpの領域に有力な遺伝子を
3個みつけることができた。これについては今後、
詳細な検討が必要である。サラブレッドのパ
フォーマンスなどの表現型と遺伝子情報やメッセ
ンジャーRNAなどの発現情報などの網羅的な解析
が、アスリートとしてのサラブレッドのトレーニ
ングによる今後の能力向上の可能性を示唆すると
考えられた。
　本報告は、競理研において分析が行われている
サラブレッドのエクイノム・スピード遺伝子検査
を発見したアイルランド大学のグループの研究で
ある。競走馬の生涯レース成績に影響するとされ
る初期調教時の走行スピードに関係する項目は、
統計解析の結果、遺伝子情報により67.8%が説明
できるものの、単独、または数個の遺伝子により決
定されているわけではないことが示された。この
ことは、かなり多くの遺伝子がサラブレッドのト
レーニング時のスピードを決めていること、どの
遺伝子を発現させるかどうかはトレーニング方法
により違う可能性を示しておりトレーニングの重
要性を示している。近年、サラブレッドではトレー
ニングによる能力向上の可能性は比較的大きいと
考えられており、そのことを追認する結果と考え
られた。すなわち、競走馬の運動能力は必ずしも
DNAの遺伝情報のみでなく、トレーニングとの組
み合わせにより変化しうるものであると考えられ
た。

○メタボローム解析およびトランスクリプトーム
解析の統合的解析はC2C12筋管組織に対する高
頻度電気刺激後のペントースリン酸経路の活性化

を明らかにする
Integrated analysis  of  metabolome and 
transcriptome reveals activation in pentose 
phosphate pathway after high-frequency 
electrical stimulation in C2C12 myotubes
D. Hoshino, K. Kawata, K. Kunida, A. Hatano, K. 
Yugi, Y. Suzuki, N. Fujii, T. Soga, S. Kuroda. The 
University of Tokyo, Japan
　骨格筋は収縮すること自体により、骨格筋の収
縮に関する遺伝子発現と代謝応答を強く刺激する
ことが知られている。本研究では、骨格筋に対する
高頻度電気刺激作用によってもたらされる反応
を、筋細胞内の代謝物の網羅解析（メタボローム解
析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（トラン
スクリプトーム解析）の2つの解析方法を統合し
た分析方法を使用することによって、明らかにす
ることを目的とした。方法は、筋の培養組織である
C2C12筋管組織に対して、50 Vの電圧で2 Hzまた
は20 Hzの電気刺激を1時間行った。筋細胞内の代
謝物網羅解析およびメッセンジャーRNAの網羅解
析は電気刺激の前と刺激後の0、1、3、および6時間
後に実施された。結果、解糖系およびペントースリ
ン酸経路において、31の代謝産物濃度が20 Hzの
電気刺激の後に有意に増加した。また、メッセン
ジャーRNAの網羅解析では、調査した11185個の
遺伝子のうち800個の遺伝子において20 Hzの刺
激作用後に有意に増加し、増加した遺伝子は主に
ペントースリン酸経路に関わるものであることが
明らかとなった。これらの変化は、2 Hzの電気刺激
後には観察されなかった。さらに、筋管組織に対す
る電気刺激後に抗酸化物質であるN-アセチルシス
テインを添加するとペントースリン酸経路の産生
物質であるNADPHの量が大きく減少し、電気刺激
の効果が打ち消された。以上のことから、20 Hzの
電気刺激がペントースリン酸経路に関連する代謝
物および遺伝子の転写に影響することが示唆さ
れ、そのシグナル伝達は抗酸化物質によって打ち
消されることから活性酸素群が影響しているもの
と考えられた。
　オミクスである代謝物の網羅解析（メタボロー
ム解析）およびメッセンジャーRNAの網羅解析（ト
ランスクリプトーム解析）を縦断的に組み合わせ

た研究であり、これから主流となる研究手法では
ないかと思われた。メッセンジャーRNAの網羅解
析では対象となる遺伝子数が多すぎて、なかなか
明瞭な結果が得られないこともあるが、代謝物の
網羅解析と統合することでペントースリン酸経路
の活性化を示唆した点でも非常に興味深い結果で
ある。

○ヒトのタイプ2の筋線維は、タイプ1の筋線維よ
りもラパマイシン標的タンパク質(mTOR）の経路
上において、より高いタンパク質の発現が認めら
れる
Human type II muscle fibers exhibit higher 
expression of proteins in the mTOR pathway as 
compared to type I fibers.
S. Edman, K. Söderlund, E. Blomstrand
The Swedish School of Sport and Health Sciences, 
Sweden
　骨格筋の筋線維は大きくタイプ1とタイプ2に
分類され、タイプ1線維は耐久トレーニングの際
にミトコンドリアが活性化することが知られてい
る。一方で、タイプ2線維は筋肥大に関わるとされ
ているが、筋肉の短縮性収縮の際のラパマイシン
標的タンパク質を介した筋合成速度の活性化は、
タイプ1線維に比べて大きいと考えられている。
しかし、これらを刺激する可能性のある必須アミ
ノ酸の筋線維毎の効果については未だ検討されて
いない。そこで本研究においては単一の筋線維を
分析する新しい方法を使用して、レジスタンス・エ
クササイズに続くラパマイシン標的タンパク質を
介した筋合成の活性化が、必須アミノ酸の有無に
より変化するのか調査された。必須アミノ酸の投
与あり（280 mg/kg）、または投与なしの条件下に
おいて、レジスタンス・エクササイズ（レッグプレ
ス）の前と90分後に、大腿の外側広筋から採取し
た筋肉のバイオプシーサンプルからヒトの単一筋
線維を分離した。4人から分離された単一筋線維

は、平均2.6 µgの重さであり、それぞれタイプ1線
維が50サンプルタイプ2線維が93サンプル分析さ
れた。その結果、タイプ2筋線維のラパマイシン標
的タンパク質はタイプ1筋線維よりも15%発現量
が多かった。また、ラパマイシン標的タンパク質の
活性化を示すリン酸化は、必須アミノ酸投与あり
の方が投与なしよりも有意に高かったが、筋線維
タイプ毎の違いは認められなかった。タイプ2線
維におけるより高いタンパク質の発現は、レジス
タンス・エクササイズ後の筋肥大に影響している
可能性がある。一方で、栄養摂取の違いは異なった
筋線維に対して異なる影響を与える可能性を示唆
するものであると考えられた。
　サラブレッドの筋肉の多くはタイプ2線維によ
りできており、サラブレッドの高いパワーとス
ピードはこれにより得られるものと考えられてい
る。本発表は筋線維タイプ毎に運動と栄養の影響
を調べたものであり、非常に手間のかかる仕事で
あると思われる。レジスタンス・エクササイズのよ
うな高強度の運動がタイプ2線維のタンパク合成
を刺激すると言うことは、タイプ2線維が多くを
占めるサラブレッドの筋肉も高強度運動により刺
激されるものと推察される。また、そのことは、必
須アミノ酸の摂取によっても刺激されることか
ら、やはり、栄養とトレーニングの両輪がパフォー
マンス向上に重要であることが再度示されたもの
と考えられた。

（大村　一）

終わりに
　CELLMETはスウェーデンのみならず、ヨーロッ
パ、北米をはじめ世界各国の運動科学研究者が多
数参加する重要な学会である。このような国際会
議で発表し、世界中および日本の研究者と交流を
図ることは日本における競走馬の研究をアピール
する上で非常に重要であり、今後の研究を進めて
いく上で非常に有意義であった。

　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。

大村主任研究役のポスター発表の様子。

ポスター展示中に発表者との1時間半ほどのフリーディスカッ
ションの時間が設けられた。

これまでも、競走馬総合研究所と共同で多くの研究を行ってい
る山口大学の宮田教授。今学会には20年以上参加し続けている
とのこと。今回も、サラブレッドの筋肉に関する発表を行い、
様々な国の研究者から質問を受けていた。
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　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。
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　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学
に関する研究は非常に限定的であり、この分野に
おける最先端の研究を吸収し、実践していくこと
は国内の学会のみの参加では難しくなってきてい
る。このような状況から、運動科学研究室の研究を
さらに進めていくにあたって、アメリカやヨー
ロッパにおいて行われている、人のスポーツ科学
の国際学会に参加し、最先端の研究から継続的に
学んでいくことはますます重要になってきている
と考えられる。
　American College of Sports Medicine (ACSM:ア
メリカスポーツ医学会)は1954年に創立された学
術団体で、会員数は20,000人以上に及ぶ世界最大
のスポーツ医学およびスポーツ科学の学会であ
る。設立当初から、科学・教育・医学を通じて健康を
推進させることをスローガンにしている。毎年行
われている年次総会は、世界でも有数のスポーツ
科学の学術集会であり、今回で第64回目である。
世界中から6,000名を超えるスポーツ医学および
スポーツ科学の研究者が集まり、アメリカ合衆国
コロラド州デンバー市で開催された。応用運動生

理学、臨床医学、バイオメカニクス、トレーニング、
糖代謝や脂肪代謝、スポーツ栄養学、スポーツ遺伝
子学などに関するテーマ毎のワークショップ、教
育講演、討論形式のシンポジウム、などが開催さ
れ、総演題数約3800の研究成果が発表された。
　第64回ACSMの年次総会が開催されたデンバー

市は標高1609mに位置し、The Mile-High Cityの
愛称で呼ばれている。これだけ標高が高いため、
トップアスリートが高地トレーニングを行う合宿
地としても有名である。今大会中にも、競泳で
2004年アテネオリンピックから2016年リオデ
ジャネイロオリンピックまでメダル総数28個（う

ち金メダル23個）を獲得した、マイケルフェルプ
ス（アメリカ）の講演があったが、彼もデンバーで
高地トレーニングを行っていた。今大会では、高地
トレーニングに関する講演や発表も多く見られ
た。

　以下は、発表演題の日本語要旨およびポスター
である。

○低酸素下においてトレーニングされた馬の筋肉
のメタボローム解析
大村　一1）・向井和隆1）・高橋佑治1）・高橋敏之1）・
ジェームズ・H・ジョーンズ2）

1）JRA競走馬総合研究所・2）カリフォルニア大学
デービス校
　低酸素下のトレーニングは、パフォーマンスを
向上させることが知られている。馬においても、常
酸素下のトレーニングよりも低酸素下のトレーニ
ングの方が最大酸素摂取量を増加させることが報
告されている。しかし、良くトレーニングされたウ
マに対する低酸素トレーニングの効果およびウマ
の筋肉におけるエネルギー代謝への効果について
は明らかにされていない。そこで、本研究では、サ
ラブレッドに3週間の低酸素トレーニングを負荷

し、その前後における筋代謝について、メタボロー
ム解析を用いて明らかにすることを目的とした。
良くトレーニングされたサラブレッド5頭を用い
て低酸素下トレーニングを3週間行った。1回のト
レーニングは低酸素下（15％）における2分間の
オールアウト運動とし、これを週2回行った。ト
レーニング期間の前後において、運動負荷試験を
行い最大酸素摂取量などの呼吸循環機能を測定し
た。また、筋バイオプシーは安静時に中殿筋より、
40ｍｇ採取し、メタボローム解析を行った。
　３週間の低酸素トレーニングにより最大酸素摂
取量は有意に増加した(176  v s .  1 9 4  m l /
(kg×min))。メタボローム解析の結果、トレーニン
グ前と比較して、アセチルCoA　(0.150 vs.0.048 
nmol/g)、ピルビン酸(141 vs. 116 nmol/g)が有意
に減少した。一方、分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシ
ン、イソロイシン(302 vs. 407 nmol/g)）およびア
ミノ酸であるメチオニン(33 vs. 41 nmol/g)は有
意に増加した。低酸素トレーニングは、常酸素下の
トレーニングでは最大酸素摂取量が増加しない馬
において、最大酸素摂取量を増加させることが示
唆された。また、この時の筋エネルギー代謝の変化
を解析することは、低酸素トレーニングがトレー

ニング効果を発揮する筋の適応を明らかにする端
緒となるものと考えられた。

　以下に発表演題およびスポーツ科学研究に参考
となる演題について紹介する。

○トレーニング中のサラブレッドにおいてミオス
タチン遺伝子SNPが筋線維に与える影響
宮田浩文1）・佐藤文夫２）・羽田哲郎2）・戸崎晃明3）  
（ 1）山口大学大学院医学系研究科・2）JRA日高育成牧
場・3）競走馬理化学研究所 ）
The effect of Myostatin SNP on Muscle Fiber 
Properties in Thoroughbred Horses during 
Training Period
Hirofumi Miyata1, Fumio Sato2, Tetsuro Hada2, 
Teruaki Tozaki3. 
1Yamaguchi Univ., Yamaguchi, Japan. 2Japan 
Racing Association, Hidaka, Japan. 3Laboratory of 
Racing Chemistry, Utsunomiya, Japan.
　多くの哺乳類において、ミオスタチン遺伝子は
筋肥大に影響を与える遺伝子として知られてい
る。近年では、g.66493737C/Tの一塩基多型(SNP)
がCCの配列のウマでは、短距離適性が高いことが
報告されている。本研究では、ミオスタチン遺伝子
のSNPが若馬のトレーニング期において筋線維に
どのような影響を及ぼしているかを調べた。
　1歳半のウマ(C/C; n=8, C/T; n=8, T/T; n=8)の中
殿筋から得たバイオプシーサンプルを用いて、ミ
オスタチン遺伝子やサテライト細胞の増殖および
活性に関するmRNAの相対的な発現量をリアルタ
イムRT-PCRで測定した。また、サテライト細胞の
数も免疫染色にて測定した。これらの項目を5ヶ
月間のトレーニング前後で比較した。
　トレーニング前に比べて、トレーニング後の筋
断面積は全ての群において増加傾向(5-38%)を示
し、CCにおいては有意に増加した。また、ミオスタ
チン遺伝子発現量は全ての群で減少していたが、
CCでのみ有意な減少が認められた。サテライト細
胞の増殖や活性に関するHGF,  Pax7 ,  MyoD,  
MyogeninのmRNA発現量は、群間で差は認められ
ず、サテライト細胞の数も変化は認められなかっ
た。一方、トレーニング後のVEGFa, PGC1, SDHaと
いったミトコンドリアや毛細血管増殖に関する
mRNA発現量は、CCよりもTTの方が有意に高く、
TTではPGC1およびSDHのmRNA発現量はトレー
ニング前に比べて有意に増加した。
　CCにおける筋肥大はミオスタチン遺伝子mRNA
発現量の低下が直接的に関与していると考えられ

た。また、トレーニング後のTTにおいてVEGFa, 
PGC1, SDHaがトレーニング前や、CCよりも増加
していることは、ミオスタチンSNPと間接的に関
与していると考えられた。これらの結果は、CCや
TTのSNPが、それぞれ短距離や長距離に適性が高
いことを示唆している。
　個体の持っている距離遺伝子SNPごとに、ト
レーニングに対する適応が異なる結果となってい
る点は興味深い。今後この分野の研究が進めば、個
体の持つ遺伝情報によって最適なトレーニング方
法を提示できるようになるかもしれない。

○疲労前後のドロップジャンプにおける関節ス
ティッフネスとエネルギー貢献について

Xiaole Sunら（上海大学、中国）
Joint Stiffness and Energy Contribution during 
Drop Jump in Fatigued and Non-fatigued 
Conditions
Xiaole Sun, XI Wang, Yang Yang, Rui Xia, Weijie 
Fu.
Shanghai University, Shanghai, China. 
　トレーニングや競技中に繰り返し行う動作は、
神経筋疲労につながる。ドロップジャンプ(60cm
の台の上から落下し、地面に着地した瞬間に垂直
方向にジャンプする動作)において、疲労が関節ス
ティッフネスや関節エネルギー貢献にどのような
影響をもたらすのかについては不明である。そこ
で、本研究は疲労前後におけるドロップジャンプ
時の関節スティッフネスとエネルギーの変化につ
いて調べた。
　15名の男性を被験者とした。被験者は5度のカ
ウンタームーブメントジャンプ(反動を付けた垂
直跳び, 以下CMJ)を行った後、シャトルラン
(10m×12本)を走るという一連のプロトコルを疲
労するまで実施した。疲労は5回のCMJの平均値が
最初の5回の平均値の70%を切った時と定義した。
フォースプレートとモーションキャプチャシステ
ムを使用して、ドロップジャンプ時の股関節、膝関
節、足関節の関節スティッフネスとエネルギーを
計算した。
　疲労に伴い、ドロップジャンプの高さは有意に
減少した。また、着地からジャンプ動作に入るまで

の膝関節および足関節の可動範囲は、疲労により
有意に増加した。これに伴い、膝関節および足関節
のスティッフネスは疲労により有意に減少した。
さらに、疲労後には足関節の正味のエネルギーは
有意に減少し、エネルギー吸収における膝関節の
貢献率が有意に減少していた。
　疲労によりドロップジャンプ時の下肢部動作が
変化することが明らかとなった。下肢部関節ス
ティッフネスの低下や、膝のエネルギー吸収の減
少がドロップジャンプの成績を低下させた要因で
あると考えられた。これらの項目はドロップジャ
ンプをトレーニング項目として取り入れる際の、
疲労の指標になるかもしれない。
　モーションキャプチャを用いて、疲労による関
節の使い方やエネルギーの変化を示した研究であ
る。本研究で用いたようなモーションキャプチャ
を組み合わせれば、競走馬でも疲労に伴う関節の
使い方の変化や、走行フォームの変化が捉えられ
るかもしれない。

○つま先着地とケイデンスが垂直荷重率に与える
影響
Erin Futrellら（マサチューセッツ総合病院付属大
学院、アメリカ）
A Comparison of the Effects of  Forefoot 
Striking and Cadence on Vertical Load Rates
Erin Futrell1）・Darcy Reisman2）・Irene S.Davis3）, 
1）MGH Institute of Health Professions, Boston, 
MA. 2）University of Delaware, Delaware, Newark, 
DE. 3）Harvard Medical School, Cambridge, MA.
　大きな垂直方向荷重率は怪我と密接に関わって
いると考えられるため、荷重率を低下させること
が故障予防に重要である可能性が高い。そのため
には、ケイデンス(ピッチと同義)を上げるか、つま
先着地(Fore Foot Strike, 以下FFS)にすることが推
奨されているが、実際にどの程度垂直方向荷重率
に影響を及ぼすのかを同時に調べた報告はない。
本研究では、ケイデンスを上げた走り方と、FFSに
した走り方で、着地時の荷重率を比較した。
　被験者は、通常かかと着地をする健康なラン
ナー35名とした(19-42歳、週に5-15マイルの距離
をランニングし、ケイデンスは170/分以下)。これ

らの被験者をランダムにFFS群(16名)とケイデン
ス増加群(19名)に分け、それらの走り方で4週間ト
レーニングさせ、トレーニング前後で垂直方向の
荷重率の平均的な変化(VALR)と瞬間的な変化の
最大値(VILR)を観察した。
　どちらの群もトレーニング前はVALR、VILRと
もに同じ値を示した。FFS群では、VALRは58%減少
し、VILRは44%減少した。ケイデンス増加群では、
VALRは26%減少し、VILRは24%減少した。FFS群の
方が、ケイデンス増加群よりも垂直荷重率は有意
に減少した。
　FFS群、ケイデンス増加群ともに垂直荷重率は減
少したので、かかと着地するランナーのような垂
直荷重率が高いヒトにとっては、つま先着地をす
る、あるいはケイデンスを増加するような走りが
怪我予防には有効かもしれない。
　つま先着地が垂直荷重率を低下させるため、こ
の走り方が長距離ランナーの怪我を予防できる可
能性があるということは、近年多くの研究者が主
張してきたことである。それに加えて、本研究では
ケイデンスを増加させることでも垂直荷重率が低
下することを示している。また、他演題ではある
が、速度は一定にしてケイデンスを増加させると、
股関節や膝関節にかかるエネルギー量の合計も減
少するという報告もあり、ケイデンスを増加させ
た方が怪我を予防できると推察している研究者も
多いように感じた。ケイデンスと怪我の関係は、更
なる研究が必要であると思うが、競走馬でも同様
のことが言えるのか、また、ストライド頻度と故障
の有無の関係についても調査の必要性を感じた。

○ジャンプ着地時におけるアキレス腱にかかる負
荷について
Naghmeh Gheidiら（ウィスコンシン大学、アメリ
カ）
Effects of jump landing on Achilles Tendon 
Loading
Naghmeh Gheidi, Thomas W. Kernozek.
University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI.
　ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツや、運動の
方向をよく変える競技ではアキレス腱障害が増加
する可能性が高い。アキレス腱が破綻するメカニ

ズムについては、ジャンプ動作の踏み切りや着地
時に見られる、膝の伸展および足関節の強い底背
屈による荷重が関連していると考えられている。
先行研究によれば、前後方向のジャンプ動作時に
比べて、横方向にジャンプ動作をした時は姿勢が
不安定になり、着地時の底屈モーメントが増加す
ることが明らかとなっているが、横方向と前後方
向のジャンプ動作時にアキレス腱にかかる力を比
較した報告はない。そこで、本研究では横方向と前
後方向にジャンプした際のアキレス腱にかかる負
荷(力、応力、伸び)を比較した。
　 1 6 人 の 健 常 な 男 性 ( 2 1 . 6 ± 1 . 8 歳 、
178.4±6.4cm、76.4±11.2kg)を被験者とし、
47ヶ所に反射板を付けて、利き足で高さ20cmの
障害を横方向か、前後方向に飛越させた。180Hzの
カメラ15台と1800Hzのフォースプレートを同期
し、逆動力学とヒト骨格筋モデルによって腓腹筋
内側頭、外側頭およびヒラメ筋にかかる力を測定
し、その合計をアキレス腱にかかる力とした。アキ
レス腱の断面積は超音波で測定し、アキレス腱に
かかる力と断面積から応力を算出した。また、先行
研究で報告されているヤング率から伸びを算出し
た。これらの項目を横方向と前後方向でジャンプ
した時の着地時、踏み切り時にそれぞれ比較した。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる
力、応力および伸びは全て前後方向ジャンプ動作
時よりも有意に大きかった。また、それぞれの項目
の最大値は着地時よりも踏み切り時の方が有意に
大きかった。
　横方向ジャンプ動作時にアキレス腱にかかる負
荷は、前後方向よりも大きいことが明らかとなっ
た。横方向の方が前後方向よりも姿勢が不安定に
なることは先行研究から明らかとなっており、そ
の不安定さと足関節底屈モーメントの増大が関連
していると考えられる。その結果、アキレス腱にか
かる負荷も増大したと推察される。本研究の結果
は、リハビリプログラムやアスリートのトレーニ
ングプログラムの改善にもつながる可能性があ
る。
　運動中の姿勢や関節の不安定性は、腱にかかる
負荷が増大し、故障につながる可能性が高いとい
うことを示唆する結果である。競走馬においても、

馬場での運動(特に素材が軟らかいダート)はト
レッドミル運動よりも着地時に不安定性が増すた
め、屈腱炎のリハビリプログラム策定時には、ト
レッドミルを有効的に利用することが推奨される
と考えられた。

（高橋佑治）
 
○高地暴露がミトコンドリアに関する遺伝子発現
に与える影響

Zakら（ネブラスカ大学、アメリカ）
The Effect  o f  S t imulated  High Al t i tude  
Exposure on Mitochondrial-Related Gene 
Expression.
Roksana Zak, Robert Shute, Dustin Slivka. 
University of Nebraska-Omaha, Omaha, NE. 
　骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーは長期的な高地における暴露によって減
少することが示されているが、短期的な高地にお
ける暴露によっては増加すると考えられている。
本研究では、運動後の回復期における高地暴露が
骨格筋におけるミトコンドリアに関する遺伝子
マーカーに与える影響について明らかにすること
を目的とした。6人の成人男子は（25 ± 2歳）は90
分間の自転車エルゴメーターによる運動の後、平
地、または高地（高度5000m）のいずれかの条件に
て6時間暴露された。分析用の筋サンプルは運動
直後、および運動後6時間に外側広筋より採取さ
れた。結果、筋内のグリコーゲン含量は平地条件と
高地条件では有意差が認められなかった。メッセ
ンジャーRNAの相対的な発現量を示すリアルタイ
ムRT-PCRで測定した低酸素誘導因子の発現量は、
高地条件の方が平地条件よりも有意に低かった。
また、運動後6時間の骨格筋におけるミトコンド
リアに関する遺伝子マーカーは、高地条件の方が
平地条件よりも有意に低かった。以上のことから、
5000m程度の高地暴露は骨格筋におけるミトコ
ンドリアに関する遺伝子マーカーや低酸素誘導因
子の発現量を低下させており、これらのことが、高
地暴露による有酸素的なエネルギー代謝の低下を
もたらす一因と考えられた。
　近年、5000m程度の非常に高地の報告が行われ
るようになってきた。今回の発表では主運動中は

平地条件であるものの、その後のリカバリー期を
高地環境に暴露するとういう興味深い条件設定で
あった。主運動が同じ条件にもかかわらずリカバ
リー期の暴露条件を変えることにより、骨格筋に
おけるミトコンドリアに関する遺伝子マーカーや
低酸素誘導因子の発現量に変化が認められたこと
は、平地でトレーニングを行い、生活は高地暴露を
行うトレーニングパターンにおいても生体応答が
大きいことを示していると考えられる。サラブ
レッドにおいてもこのパターンのトレーニングの
効果を検討する必要があると思われた。

○アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動がパフォーマンスと筋損傷に与え
る影響

Kasai Nら（立命館大学）
Performance and Muscle Damage Responses 
during Repeated Sprint Exercise in Hypoxia 
among Athletes 
Nobukazu Kasai, Chihiro Kojima, Daichi Sumi, 
Akiho Ikutomo, Kazushige Goto. Ritsumeikan 
University, kusatu, Japan.
　アスリートに対する低酸素環境下における反復
スプリント運動が、パフォーマンスと筋損傷、筋の
炎症に与える影響についてはあまり知られていな
い。そこで、酸素濃度14.5％の低酸素環境下におけ
る反復スプリント運動がアスリートのパフォーマ
ンスと筋損傷に与える影響について検討した。10
人のアスリート(身長; 175.7 ± 1.9 cm, 体重; 
67.3 ±2.0 kg, BMI; 21.7 ± 0.2 kg/m2)は酸素濃
度14.5％の低酸素下および常酸素下において、自
転車エルゴメーターを用いた5本の6秒間スプリ
ント運動を30秒間の休憩を挟んで3セット行っ
た。運動中は自転車エルゴメーターの出力パワー
を測定した。運動後も被験者は低酸素下および常
酸素下の環境において、運動後3時間まで経時的
に血液を採取し、乳酸値、血糖値、血清中ミオグロ
ビンおよびインターロイキン6濃度を測定した。
結果、運動中の自転車エルゴメーターの出力パ
ワーは、低酸素下よび常酸素下において有意差が
認められなかった。しかし、乳酸値は低酸素下の方
が有意に高い値を示した。筋損傷や炎症の指標と

考えられる血清中ミオグロビンおよびインターロ
イキン6濃度はいずれの条件下でも運動前と比べ
ると運動後は上昇したが、低酸素下よび常酸素下
における有意差は認められなかった。以上のこと
から、低酸素下における反復スプリント運動は筋
損傷や炎症の程度は常酸素下と変化がなく、常酸
素下と同じ負担でトレーニングが行えることが明
らかとなった。
　サラブレッド競走馬においても、酸素濃度15％
程度が一つの目安としてトレーニングが行われる
可能性があるが、この酸素濃度における筋損傷や
炎症の程度は常酸素下と変わらないとするこの報
告は、その安全性を示す点で有益であると思われ
た。しかし、サラブレッドはヒトのアスリートより
も激しい運動が可能であり、筋損傷も起こしやす
いことから、サラブレッドにおいても同様の実験
を行い、筋損傷の程度を確認する必要があると思
われた。

○分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体
組成、精神的満足感の与える効果

Roelofsら（メルディス大学、アメリカ）
Effects of Branched-chain Amino Acids on 
Resting Metabolic Rate, Body Composition, and 
Satiety in Females
Er ica  J .  Roelofs1 ,  Abbie  E .  Smith-Ryan2.  
1Meredith College, Raleigh, NC. 2University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC. 
　分岐鎖アミノ酸の給与は、血中のアミノ酸濃度
を増加させることにより有益な効果が得られると
考えられている。本研究においては、女性に対する
分岐差アミノ酸の給与が安静時の代謝および体組
成、精神的満足感に与える効果について検討した。
24人の女性（22.6 ± 5.3歳）を被験者として実験
は行われた。安静時エネルギー消費量および呼吸
商は安静横臥時に20分間測定された。被験者は分

岐鎖アミノ酸（28.5 g/day）給与群とプラセボ給与
群に分けられた。それぞれ給与のタイミングは、朝
食と昼食の中間、昼食と夕食の中間、夕食と就眠の
中間時であり、給与は21日間にわたり行われた。
その結果、21日間の分岐鎖アミノ酸給与前後にお
いて、体重、体脂肪率および呼吸商に変化は認めら
れなかった。しかし、安静時エネルギー消費量は、
21日間の分岐鎖アミノ酸給与により有意に増加
した。加えて、アンケート調査により得られた精神
的な満足感も増加していることが明らかとなっ
た。以上のことから食事間の分岐鎖アミノ酸給与
は安静時エネルギー消費量を増加させ、そのこと
が、何らかの形で女性の精神衛生にも良い影響を
与えているものと考えられた。
　エネルギーとして代謝することが可能である分
岐鎖アミノ酸を給与することにより、身体全体の
代謝が変化するか否かを検討したものである。サ
ラブレッドにおいても、特に牝馬はトレーニング
がきつくなるにつれて、食欲が減退し、そのことが
トレーニングを進める上において一つ壁になるこ
とがある。分岐鎖アミノ酸はサラブレッドでも良
く使われるサプリメントであるが給与量や給与す
るタイミングを検討することで、その精神面につ
いても効果が現れるのであれば非常に有効である
と思われた。

（大村　一）
 
終わりに
　アメリカスポーツ医学会の年次総会は北米をは
じめヨーロッパ、日本を含むアジアなど世界各国
のスポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加
する重要な学術集会である。このような国際学会
に参加し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を
交換できたことは、研究を行う上で非常に有益で
あり、今後の研究の方向性を決定する上で多くの
示唆を得ることができ、有意義なものとなった。



（329）

衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2017年3号の紹介）

時事解説
　バイオセキュリティは、ウマのオーナーや馬術競
技の管理者の間で最近よく耳にする用語である。ウ
マのオーナーは、ウマの感染性疾患の発生リスクを
減らす責任がある。最近、ウマを用いるイベント会
場に必須とされるワクチン接種や隔離施設は、予防
策の一つであるが、牧場で実施されているバイオセ
キュリティプランに取って代わることはできない。
　信頼できる情報源によるバイオセキュリティの
ガイドラインは、インターネットや印刷物として簡
単に入手することができる。しかしこれらはあくま
で “ガイドライン”であるということを強調してお
く。塗装されたコンクリート製の馬房や排水溝を有
し、馬房の洗浄と消毒を担う専門スタッフがいるよ
うな大学病院において用いられるプロトコルや消
毒薬は、別のウマの施設に対しては適切でなく、あ
るいは実用的でないかもしれない。それぞれ環境が
異なると、ウマのリスクは異なり（入院馬　対　健
常馬のように）、存在すると考えられる病原体もも
ちろん異なる。最適なバイオセキュリティプラン
は、個々の施設や環境、ウマ、リスクに適合するよう
に作成されたものである。リスクには、施設におけ
るヒトやウマの通行量（混雑したセリ会場　対　引
退馬の閉鎖的な群）に加え、それぞれに問題とされ
る病原体の種類（ホースショー　対　繁殖牝馬用の
馬房）が挙げられる。
　また、信頼できる情報源からバイオセキュリティ
情報を得ることも重要である。私は、バイオセキュ
リティについて、どれ程多くの興味深い（そしてた
いてい不正確な）情報が入手できるかということに
驚いた。
　ウマに対する蚊の危険性（真実）に関するイン
ターネットの記事を例に取ると、蚊はウエストナイ
ルウイルスをウマに伝播することができ（真実）、ま
た致死性のチクングニヤウイルスもウマに伝播す

ることができる（虚偽、虚偽、虚偽）とある。チクング
ニヤウイルスは、どの地域においてもウマの疾病の
原因としては知られておらず、ましてや米国におい
て“ウマの致死的な疾病”であるなどあり得ない。と
もかくも論文の出所が殺虫剤製造業者であったこ
とに私は驚かなかった。害虫駆除は包括的なバイオ
セキュリティプログラムの一部であるものの、脅し
戦略は効果的ではなく道徳的なマーケティング戦
略でもない。 
　バイオセキュリティに関する他の論文では、その
著者は“万能な”消毒薬の種類に言及した。しかしな
がら、ウマの施設に対して、消毒薬に“万能な”もの
はない。それぞれの消毒薬は、異なる環境下（硬水、
低い環境温度、有機物など）で、それぞれ異なる病原
体に対して異なる殺菌効果を有する。
　広域スペクトルを有する消毒薬の一つとして、ブ
リーチがある。しかしながら、ブリーチは有機物（土
壌、肥料など）の存在によってすぐに不活化してし
まう。ブリーチは、徹底的に洗浄されて有機物が存
在せず、硬く、孔の無い表面に対しては最も効果的
である。ラベルにウマの病原体用と記載されている
消毒薬で、最も一般的に入手できるものは、5%有機
物の存在下でテストされているが、それは実際には
極めて清潔な表面を意味する。
　品評会場に入場する前に複数頭のウマの鼻を拭
いた一枚の布切れが、バイオセキュリティ上の弱点
となり得る。ショーポニーが入場口で“他馬と挨拶
するために”匂いを嗅ぐことを許すことは、呼吸器
疾患を効果的に拡散させてしまうことにつながる。
常識的に行動することが効果的なバイオセキュリ
ティの第一段階なのだ。
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Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu

(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky
Lexington, KY
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 　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の発生
がイースタンケープ州およびウエスタンケープ州
を除く全ての州で確認された。本病の発生率は、こ
の時期として例年並みであった。
　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1件の単発発生が確認され
た。その一方で、風土病とされている米国では4州
において確認された。
　デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、スイ
スならびに米国で腺疫の発生が報告された。確認さ
れた発生数は、デンマークで1例、フランスで21例
（ほとんどが単発症例）、ドイツで5施設において1
例ずつ、風土病である南アフリカでは散発症例、ス
イスで単発症例が1例、風土病である米国では22州
において58件だった。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、英国なら
びに米国で発生した。呼吸器疾患が確認されたの
は、フランス（3件）、ドイツ（2件）、アイルランド（6
件）、英国（2件）および米国（複数の州に広範囲に発
生）だった。EHV-1による流産が、フランス（7件）、ド
イツ（4施設で1例ずつ）、日本（7施設において11
例）、米国（異なる牧場で4例）および英国（3施設で1
例ずつ）で発生した。EHV-1に関連する神経疾患が、
フランス（1例）、英国（1例）および米国（4件；うち1
件で8例）発生した。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（8
件：ほとんどの発生が単発症例）、ドイツ（4施設で6
例）および英国（１例）で報告された。フランスおよ
び英国では、EHV-4は散発的な流産を発生させる原
因として認識されている。米国では、複数の州にお
いてEHV-2や／あるいは EHV-5感染が認められ、一

部では呼吸器症状を併発していた。
　馬アデノウイルス感染が、米国のケンタッキー州
で2例診断された。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、ドイツおよび米
国で確認された。その発生数は、カナダで10例（う
ち4例は疫学的に発生源が共通）、ドイツで3例（す
べて同施設）、米国ではイリノイ州の1施設で2例
だった。
　馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
韓国（Theileria equi感染の1例）および米国（テキサ
ス州でTheileria equi感染が2例（ともに2016年初頭
に確認された株に類似）およびフロリダ州で輸入馬
に単発症例が1例）で発生した。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ、南アフリカおよび韓
国で報告された。ドイツでは6施設で8例、南アフリ
カでは種牡馬に1例、韓国では調査された2,086頭
のうち陽性が20例だった。
　馬媾疹（EHV-3）が、米国ケンタッキー州で１例確
認された。
　米国では、ノカルジア性胎盤炎および流産がケン
タ ッ キ ー 州 で 1 1 例 報 告 さ れ 、そ れ ら は
Amycolatopsisや／あるいはCrossiella属の感染に関
連していた。
　馬ウイルス性動脈炎が、アルゼンチンの入国前検
疫において凍結精液より検出された。
　米国では、サルモネラ症が限定的に発生し、B群
およびC1群サルモネラに起因していた。子馬のク
ロストリジウム腸炎が米国で確認された。一部はA
毒素産生型やB毒素産生型C. difficileで、その他はA
毒素産生型C. perfringens によるものだった。C. 
piliformis（ティザー病）およびC. novyiも確認され
た。コロナウイルス感染が2例報告され、それらは
ともに致死的ではなかった。
　米国のケンタッキー州およびペンシルベニア州
で、子馬の増殖性腸症が数例診断された。
　南アフリカでは、主にハウテン州およびムプマラ
ンガ州において、例年と比較して馬脳症の発生が減
少したことが報告された。南アフリカ全域、主にハ
ウテン州においてウエストナイルウイルス感染症
（22例）およびミドルブルグウイルス感染症（30例）
が認められた。
 

競走における遺伝学とゲノミクス：スピードが全て
ではない 
　遺伝学は、遺伝子、および形質あるいは疾患が世
代から世代へと伝わる方法を研究する学問である。
その一方で、ゲノミクスは、遺伝子と遺伝子および
環境との相互作用を含む全ての遺伝子（ゲノム）の
研究を表している。サラブレッドについて実施され
ている遺伝学研究やゲノム研究の多くは、競走パ
フォーマンスへの応用であるが、遺伝学研究やゲノ
ム研究の応用範囲は、ウマをより速くということだ
けにとどまるものではない。 
　遺伝学やゲノミクスによって、 単純（simple）疾
患ならびに複合 (complex)疾患の両方について、よ
り完全に理解することができる。遺伝学では、“単純
（simple）”は、一つの遺伝子の遺伝パターンに従う
疾患に用いられる用語である。これらの疾患は、一
つの遺伝子によってコントロールされており、他の
遺伝子や外的要因にほとんど影響されない（すなわ
ち、遺伝子の存在＝疾患）。このように遺伝する疾患
は、動物に疾患があるか無いか（致死性白子馬症候
群など）といったように一般的に定性的なものであ
る。一方、複合疾患は、通常一つではなく多くの異な
る遺伝子によってコントロールされ、しばしば栄
養、生活環境などの環境要因に影響される（例とし
て頚椎狭窄性脊髄症、別名ウォブラー症候群）。この
ように遺伝学要因と環境要因が組み合わさること
によって、複合あるいは“多因子”遺伝病という結果
に至る。基本的に、3つの異なるシナリオによって
複合疾患の発現が決まる。

遺伝的素因なし＋環境要因＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因なし＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因＝非常に多様な臨床症状

　結果として、複合性の遺伝性疾患は、早期診断お
よび／あるいは家系分析や獣医師による評価など
従来の方法による予防が、非常に困難となることが
ある。場合によっては、症例間に共通する要因を見
つけ出す疫学調査や家系分析ができないことに
よって、単純疾患が複合疾患として分類されること
がある。
　例えば、水頭症はしばしば子馬の死産や難産とい

う結果に至る発達障害である。ウマでの本障害の原
因は、野外調査や家系分析では明らかにできず、こ
の疾患が複合疾患であることを示唆した。こうした
ことを考慮して、82頭（症例13頭と対照69頭）のウ
マに対してゲノムスキャンが実施され、ゲノムの小
さな領域が疾患の原因として同定された。そして
10頭（症例4頭と対照6頭）のゲノムの塩基配列が決
定され、疾病の原因の遺伝子の部位が特定された。
結局、2本の染色体の両方の塩基の“C”から“T”への
変異（図1）が疾患の原因となる。遺伝学やゲノミク
スの手法により、以前は複合疾患と信じられていた
疾病が実際には単純疾患であるということを証明
できたことから、生産者が疾患の発生を避けること
ができる遺伝学的検査法の開発へとつながった。水
頭症のような単純疾患に対する遺伝学的検査法と
複合疾患（骨軟骨症など）に対する遺伝学的検査法
との相違に留意することが重要である。単純疾患に
対する遺伝学的検査は、遺伝性疾患の確定あるいは
除外診断ができる。しかしながら、複合疾患に対す
る遺伝学的検査は、そのウマが遺伝性疾患を発現さ
せる可能性を決める手助けとなるのみである。これ
は遺伝学的検査が交配の決定に用いられる場合に
重要な違いである。
　どちらの場合でも、サラブレッドの遺伝学および
ゲノミクスは、生産やより速いウマの選別に留まら
ず、より多くの可能性を秘めている。多数の遺伝子

や環境による複合疾患と同様に、一つの遺伝子に
よって引き起こされる単純疾患を理解することで、
早期診断が可能となり、狙いを定めた治療に繋が
る。競走馬が潜在能力を十分に発揮できない理由は
リストにいくらでも挙げられるが、遺伝学やゲノミ
クスにより、特定の疾患をそのリストから除外でき
る可能性を提供することができ、疾患の発生の防止
や抑制に有用である。

連絡先：
Dr. Brandon D. Velie
brandon.velie@slu.se
Department of Animal Breeding &Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden

ウマの国際間移動と疾病リスク
　国際獣疫事務局（OIE）は、加盟国に、経済および公
衆衛生上重要な動物疾病の発生報告を求めること
により世界的な動物疾病の動向を明らかにする責
任、および陸生動物衛生規約（TAHC）の国際基準制
定により動物および動物製品の健康で安全な取引
の保護に対する責任を負っている。
　ウマの国際間移動に関連した疾病の発生は、OIE
世界動物衛生情報システム（World Animal Health 
Information System、WAHIS）によるOIEへの迅速な
届出により、散発的に報告されている。1995年から
2014年までの間に、54件の発生がOIEに報告され
た。加盟国からの速報は、他の公的情報とあわせて
検討され、更に分析される。
　馬インフルエンザ（13件）と馬伝染性子宮炎（12
件）が最も頻繁に報告された疾患であった。
　7件については、着地検疫において感染馬が検出
され、輸入国内に入ることはなかった。他の47件
は、輸入国内に病原体が侵入するという結果に至っ
た。
　不顕性感染は、依然として国際間移動における課
題である。報告の88%で、感染馬は輸入時に臨床症
状を示していなかった。
　報告されたうち81%（38/47）の事例で、輸入規制
が順守されていなかった。違法な移動（6件）、輸入
国の規程に関する違反（6件）、OIEの個別疾病に対

する規約違反（26件）であった。他の9件の輸入手続
きの内訳は、検査（3件）、着地検疫（2件）、輸送（1
件）、輸出国の状況の評価（1件）に関連していると
推察された。残る2件の原因は分からなかった。
　報告された事例の51%（24/47）では、輸入された
動物が病原体を現地の動物に伝播させる原因と
なった。現地の動物への疾患の伝播は、輸入動物の
隔離、疾患の発生を速やかに検出するための国内馬
群の健康モニタリングの強化、ワクチン接種、国内
馬群の疫学調査など輸入国によって実施されたバ
イオセキュリティによって左右された。
　ウマの国際間移動を規制している国際基準や輸
入協定は、ウマの移動に関連する疾患の潜在的なリ
スクを軽減するために最も重要である。輸入国によ
る最良のバイオセキュリティおよび健康管理に関
する継続的な規制は、輸入馬から地域個体群に疾患
が伝播する残存リスクを軽減するために、さらなる
予防手段となる。
　国際馬術競技やレースのために一時的に輸入さ
れたウマに関連した疾患の発生は認められなかっ
た。こうした特定のクラスのウマの安全な一時輸入
をさらに促進するために、OIEは国際馬術連盟（FEI）
や国際競馬統括機関連盟（IFHA）と共に、国際基準
（TAHC Chapter 4.16）に加えて“健康でパフォーマ
ンスが高いウマ（High Health, High Performance 
Horses:  HHP）”という概念を提唱した。健康でパ
フォーマンスが高いウマ（HHP）の高度な衛生状態
は、獣医師による継続的な管理や、厳しい健康管理
やバイオセキュリティを組み合わせた総合的な健
康の必須条件を満たすことによって確立される。

連絡先：
M. Dominguez, DVM, MPH, PhD
m.dominguez@oie.int
+33 1 1 44 15 18 54
World Organization for Animal Health (OIE)
Paris, France 

腺疫の検査室での診断
　伝染性の強いウマの腺疫は、感染馬の鼻腔あるい
は膿瘍からの排出物中に含まれるStreptococcus 
equiの吸入あるいは経口摂取によって感染する。鼻

汁の排出は、感染後およそ4～16日後より認めら
れ、ほとんどのウマで2～３週間継続する。しかし
ながら、喉嚢内の膿に潜む病原菌は数ヶ月～数年間
生存し続け、断続的に鼻孔より排出されることがあ
る。そのため持続的なキャリア馬は、それらと接触
する感染歴のない感受性の強いウマに対して、長期
間に亘り感染源となる可能性がある。キャリア馬の
中には、断続的な片側性の鼻漏、発咳あるいは咽頭
下部の喉革付近における触診可能な腫脹によって
確認されるものもいる。感染馬の喉嚢内で生存する
S. equi数は非常に少なく、キャリア馬の検出には通
常喉嚢の内視鏡検査ならびにサンプル採取が必要
である。
　細菌培養：腺疫急性期において、発熱から2～３
日経過後の鼻腔スワブや鼻咽頭洗浄液ならびに膿
瘍部の膿は、通常S. equiを多く含んでいる。適切な
選択培地を用いて培養すると、18時間以内に特徴
的な淡いコロニーが容易に観察される。その後3時
間以内に糖分解試験により同定できる。細菌培養
は、広く普及していること、安価なこと、病原体の証
明により診断が確実であることによって、腺疫発生
時の診断において重要とされる。病原体の有無を確
認し、サンプルの質が悪いことの影響を軽減するた
めには、理想的には発生時に3～5頭のウマに対し
て細菌培養を実施するべきである。細菌培養は急性
期における診断に有用である一方で、慢性的なキャ
リア馬の検出には感度が低い。このことは、S. equi
が膿で満たされた喉嚢内で大部分死滅し、さらに鼻
咽頭へ滅多に流出しないことによって説明できる。
PCR法：鼻咽頭や喉嚢から得た診断材料中のS. equi 
の検出において、PCR法にはさまざまな手技や標的
遺伝子があるが、細菌培養よりも少なくとも3倍感
度が高いということが分かっている。PCR法によ
り、菌数が非常に少なく培養によって検出できない
場合でもS. equi のDNAを検出することができ、他の
菌が混在している場合でも効果的である。しかしな
がら検査費用がかかり現場での検査が困難である
こと、PCR陽性反応は生存しているS. equiの証明に
はならず、それ故に疑陽性の危険性もある。また、
PCR法は採材時および検査時の汚染に対して弱い。
それにもかかわらず、PCR法は喉嚢に保菌している
キャリア馬の検出において、最も感度が高い診断方

法である。
　血清抗体の検出：血清中のS. equi特異抗体は、暴
露後2～3週間で検出が可能となり、ほとんどのウ
マで10～12週間高い血中濃度が維持される。そし
て、SeM抗体を除き、30週までにはベースラインに
まで減少する。理想的には、最大感度および反応の
個体差の違いを考慮して、2～3種のS. equiタンパク
に対する抗体反応を検査するべきである。
　抗体の陽性反応は、過去6ヶ月以内の感染あるい
はワクチン接種ないしは喉嚢での持続的保菌の可
能性がある。血清学的検査は、潜在性（擬似）の腺疫
性膿瘍やS. equiが関連する免疫介在性血管炎（紫斑
病）の診断に特に有用である。感染馬は通常、S. equi
タンパクに対して非常に高い抗体価を有する。血清
学的検査はまた、ワクチンを接種するべきかどうか
の決定においても一助となる。既に高い抗体価を有
するウマは、防御免疫を獲得している可能性が高
く、ワクチンを接種した場合、これらのウマのごく
一部で紫斑病を発症する危険性が生じてしまう。
 
連絡先：
John. F. Timoney, DSc, MVB, MS, PhD
jtimoney@uky.edu
(859)218-1106
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
 
ウマのイベントにおけるバイオセキュリティにつ
いて
　疾病に関連した「perfect storm（訳注：複数の厄災
が重なり起こって破滅的な状態になること。2000
年の映画タイトルに由来）」は、危険因子および病原
体が首尾よく相互に作用することによって発生し、
感染性微生物が感受性の強い動物群に侵入し、拡散
する。ウマを用いるイベントにおいて、以下の条件
で「perfect storm」が発生し得る。

1.　感受性が強く、ストレス下にあるウマが感染性
病原体に暴露された場合。

2.　イベントの状況や環境が伝播と感染に適して
いる場合。

3.　病原体が施設内の動物群に速やかに拡散した

場合。
　　
　2011年5月、ユタ州オグデンの米国カッティング
ホース協会（National Cutting Horse Association）の
イベントに参加したウマが、馬ヘルペスウイルス1
型に暴露された。これらのウマの多くが、馬ヘルペ
スウイルス1型脊髄脳症を発症した。健康状態が不
明のウマが混在していたこと、ウマを密接して飼養
していたこと、競技場のフェンスの外側にウマを繋
いでいたこと、水場を共用していたこと、洗い場を
共有していたこと、閉鎖された空間でウマを運動さ
せていたことなどの複数のリスクの高い慣習によ
り、容易に疾病が拡がった。この流行の発生は国民
的な注目を集め、馬産業に大きな衝撃をもたらした
「perfect storm」の実例となった。
　ウマを用いるほとんどのイベント会場や施設の
配置は、観覧者が容易かつ直接、競技場や／あるい
は展示場にアクセスできるようになっている。この
ような事情があるため、多くのイベントでは、疾病
の症状を呈するウマの隔離施設がないか、あっても
不適切である。こうした事情によって、2017年12
月より、米国馬術連盟（United States Equestrian 
Federation）は、イベント主催者に対して、感染症が
疑われるウマの隔離手順の確立を求める予定であ
る。臨床的に疾病に罹患しているウマを隔離するこ
とが、疾病発生予防にとって重要な最初の手順であ
る。敷地内の発症馬を他のウマから隔離するために
用いることができる区域を特定することが重要で
ある。多くのイベントにおいて、隔離に適した区画
が不足していることから、駐車場やその他の離れた
区画を一時的にパイプで囲うか、隔離用の囲いの設
置を考慮しなければならない。空いた厩舎、家畜用
施設、備品倉庫や現地の催事会場などもこうした目
的に有用であるかもしれない。適切な代替の飼養施
設をあらかじめ確保しておくことで、罹患馬を迅速
に隔離することができ、潜在的な疾病の拡散リスク
を減少させることができる。
　適切な隔離に加え、基本的なバイオセキュリティ

手順の遵守は、病原体の侵入、拡散を予防するため
に必要である。ルーチンのバイオセキュリティ手順
として、以下を制限あるいは禁止するべきである。

● ウマとウマの接触
● ヒトと複数のウマとの接触
● 共用水場の使用
● 使用毎に洗浄および消毒がなされていない道具
　 の共用
 
　さらに、イベント会場における日々のウマの健康
モニタリングとして、一日2回の検温および疾病の
臨床症状がないか観察すべきである。体温が３８．
６℃を超えたか、もしくは臨床症状を呈したウマに
ついては、獣医師や／あるいはイベント責任者に報
告し、ただちに他のウマから隔離されるべきであ
る。
　ウマを用いるイベントのためのバイオセキュリ
ティツールキットが、バイオセキュリティプランや
隔離手順の開発や導入の手引きを提供するた
め に開発されてきた。本ツールキットは、
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Equi
ne_Biosecurity.html.で確認することができる。本
ツールキットは、ある特定のイベントや会場におけ
る特定の疾病リスクに対処するためのバイオセ
キュリティプランを評価および開発するための手
引きとなる。ウマを用いる全てのイベントにおい
て、バイオセキュリティプランを履行することは、
米国全体のウマの衛生状態を保護するための一助
となるであろう。
 
Dr. Katie Flynn
kflynn@cdfa.ca.gov
(916)900-5039
Equine Staff Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA
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時事解説
　バイオセキュリティは、ウマのオーナーや馬術競
技の管理者の間で最近よく耳にする用語である。ウ
マのオーナーは、ウマの感染性疾患の発生リスクを
減らす責任がある。最近、ウマを用いるイベント会
場に必須とされるワクチン接種や隔離施設は、予防
策の一つであるが、牧場で実施されているバイオセ
キュリティプランに取って代わることはできない。
　信頼できる情報源によるバイオセキュリティの
ガイドラインは、インターネットや印刷物として簡
単に入手することができる。しかしこれらはあくま
で “ガイドライン”であるということを強調してお
く。塗装されたコンクリート製の馬房や排水溝を有
し、馬房の洗浄と消毒を担う専門スタッフがいるよ
うな大学病院において用いられるプロトコルや消
毒薬は、別のウマの施設に対しては適切でなく、あ
るいは実用的でないかもしれない。それぞれ環境が
異なると、ウマのリスクは異なり（入院馬　対　健
常馬のように）、存在すると考えられる病原体もも
ちろん異なる。最適なバイオセキュリティプラン
は、個々の施設や環境、ウマ、リスクに適合するよう
に作成されたものである。リスクには、施設におけ
るヒトやウマの通行量（混雑したセリ会場　対　引
退馬の閉鎖的な群）に加え、それぞれに問題とされ
る病原体の種類（ホースショー　対　繁殖牝馬用の
馬房）が挙げられる。
　また、信頼できる情報源からバイオセキュリティ
情報を得ることも重要である。私は、バイオセキュ
リティについて、どれ程多くの興味深い（そしてた
いてい不正確な）情報が入手できるかということに
驚いた。
　ウマに対する蚊の危険性（真実）に関するイン
ターネットの記事を例に取ると、蚊はウエストナイ
ルウイルスをウマに伝播することができ（真実）、ま
た致死性のチクングニヤウイルスもウマに伝播す

ることができる（虚偽、虚偽、虚偽）とある。チクング
ニヤウイルスは、どの地域においてもウマの疾病の
原因としては知られておらず、ましてや米国におい
て“ウマの致死的な疾病”であるなどあり得ない。と
もかくも論文の出所が殺虫剤製造業者であったこ
とに私は驚かなかった。害虫駆除は包括的なバイオ
セキュリティプログラムの一部であるものの、脅し
戦略は効果的ではなく道徳的なマーケティング戦
略でもない。 
　バイオセキュリティに関する他の論文では、その
著者は“万能な”消毒薬の種類に言及した。しかしな
がら、ウマの施設に対して、消毒薬に“万能な”もの
はない。それぞれの消毒薬は、異なる環境下（硬水、
低い環境温度、有機物など）で、それぞれ異なる病原
体に対して異なる殺菌効果を有する。
　広域スペクトルを有する消毒薬の一つとして、ブ
リーチがある。しかしながら、ブリーチは有機物（土
壌、肥料など）の存在によってすぐに不活化してし
まう。ブリーチは、徹底的に洗浄されて有機物が存
在せず、硬く、孔の無い表面に対しては最も効果的
である。ラベルにウマの病原体用と記載されている
消毒薬で、最も一般的に入手できるものは、5%有機
物の存在下でテストされているが、それは実際には
極めて清潔な表面を意味する。
　品評会場に入場する前に複数頭のウマの鼻を拭
いた一枚の布切れが、バイオセキュリティ上の弱点
となり得る。ショーポニーが入場口で“他馬と挨拶
するために”匂いを嗅ぐことを許すことは、呼吸器
疾患を効果的に拡散させてしまうことにつながる。
常識的に行動することが効果的なバイオセキュリ
ティの第一段階なのだ。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu

(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2017年第1四半期
 　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の発生
がイースタンケープ州およびウエスタンケープ州
を除く全ての州で確認された。本病の発生率は、こ
の時期として例年並みであった。
　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1件の単発発生が確認され
た。その一方で、風土病とされている米国では4州
において確認された。
　デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、スイ
スならびに米国で腺疫の発生が報告された。確認さ
れた発生数は、デンマークで1例、フランスで21例
（ほとんどが単発症例）、ドイツで5施設において1
例ずつ、風土病である南アフリカでは散発症例、ス
イスで単発症例が1例、風土病である米国では22州
において58件だった。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、英国なら
びに米国で発生した。呼吸器疾患が確認されたの
は、フランス（3件）、ドイツ（2件）、アイルランド（6
件）、英国（2件）および米国（複数の州に広範囲に発
生）だった。EHV-1による流産が、フランス（7件）、ド
イツ（4施設で1例ずつ）、日本（7施設において11
例）、米国（異なる牧場で4例）および英国（3施設で1
例ずつ）で発生した。EHV-1に関連する神経疾患が、
フランス（1例）、英国（1例）および米国（4件；うち1
件で8例）発生した。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（8
件：ほとんどの発生が単発症例）、ドイツ（4施設で6
例）および英国（１例）で報告された。フランスおよ
び英国では、EHV-4は散発的な流産を発生させる原
因として認識されている。米国では、複数の州にお
いてEHV-2や／あるいは EHV-5感染が認められ、一

部では呼吸器症状を併発していた。
　馬アデノウイルス感染が、米国のケンタッキー州
で2例診断された。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、ドイツおよび米
国で確認された。その発生数は、カナダで10例（う
ち4例は疫学的に発生源が共通）、ドイツで3例（す
べて同施設）、米国ではイリノイ州の1施設で2例
だった。
　馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
韓国（Theileria equi感染の1例）および米国（テキサ
ス州でTheileria equi感染が2例（ともに2016年初頭
に確認された株に類似）およびフロリダ州で輸入馬
に単発症例が1例）で発生した。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ、南アフリカおよび韓
国で報告された。ドイツでは6施設で8例、南アフリ
カでは種牡馬に1例、韓国では調査された2,086頭
のうち陽性が20例だった。
　馬媾疹（EHV-3）が、米国ケンタッキー州で１例確
認された。
　米国では、ノカルジア性胎盤炎および流産がケン
タ ッ キ ー 州 で 1 1 例 報 告 さ れ 、そ れ ら は
Amycolatopsisや／あるいはCrossiella属の感染に関
連していた。
　馬ウイルス性動脈炎が、アルゼンチンの入国前検
疫において凍結精液より検出された。
　米国では、サルモネラ症が限定的に発生し、B群
およびC1群サルモネラに起因していた。子馬のク
ロストリジウム腸炎が米国で確認された。一部はA
毒素産生型やB毒素産生型C. difficileで、その他はA
毒素産生型C. perfringens によるものだった。C. 
piliformis（ティザー病）およびC. novyiも確認され
た。コロナウイルス感染が2例報告され、それらは
ともに致死的ではなかった。
　米国のケンタッキー州およびペンシルベニア州
で、子馬の増殖性腸症が数例診断された。
　南アフリカでは、主にハウテン州およびムプマラ
ンガ州において、例年と比較して馬脳症の発生が減
少したことが報告された。南アフリカ全域、主にハ
ウテン州においてウエストナイルウイルス感染症
（22例）およびミドルブルグウイルス感染症（30例）
が認められた。
 

競走における遺伝学とゲノミクス：スピードが全て
ではない 
　遺伝学は、遺伝子、および形質あるいは疾患が世
代から世代へと伝わる方法を研究する学問である。
その一方で、ゲノミクスは、遺伝子と遺伝子および
環境との相互作用を含む全ての遺伝子（ゲノム）の
研究を表している。サラブレッドについて実施され
ている遺伝学研究やゲノム研究の多くは、競走パ
フォーマンスへの応用であるが、遺伝学研究やゲノ
ム研究の応用範囲は、ウマをより速くということだ
けにとどまるものではない。 
　遺伝学やゲノミクスによって、 単純（simple）疾
患ならびに複合 (complex)疾患の両方について、よ
り完全に理解することができる。遺伝学では、“単純
（simple）”は、一つの遺伝子の遺伝パターンに従う
疾患に用いられる用語である。これらの疾患は、一
つの遺伝子によってコントロールされており、他の
遺伝子や外的要因にほとんど影響されない（すなわ
ち、遺伝子の存在＝疾患）。このように遺伝する疾患
は、動物に疾患があるか無いか（致死性白子馬症候
群など）といったように一般的に定性的なものであ
る。一方、複合疾患は、通常一つではなく多くの異な
る遺伝子によってコントロールされ、しばしば栄
養、生活環境などの環境要因に影響される（例とし
て頚椎狭窄性脊髄症、別名ウォブラー症候群）。この
ように遺伝学要因と環境要因が組み合わさること
によって、複合あるいは“多因子”遺伝病という結果
に至る。基本的に、3つの異なるシナリオによって
複合疾患の発現が決まる。

遺伝的素因なし＋環境要因＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因なし＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因＝非常に多様な臨床症状

　結果として、複合性の遺伝性疾患は、早期診断お
よび／あるいは家系分析や獣医師による評価など
従来の方法による予防が、非常に困難となることが
ある。場合によっては、症例間に共通する要因を見
つけ出す疫学調査や家系分析ができないことに
よって、単純疾患が複合疾患として分類されること
がある。
　例えば、水頭症はしばしば子馬の死産や難産とい

う結果に至る発達障害である。ウマでの本障害の原
因は、野外調査や家系分析では明らかにできず、こ
の疾患が複合疾患であることを示唆した。こうした
ことを考慮して、82頭（症例13頭と対照69頭）のウ
マに対してゲノムスキャンが実施され、ゲノムの小
さな領域が疾患の原因として同定された。そして
10頭（症例4頭と対照6頭）のゲノムの塩基配列が決
定され、疾病の原因の遺伝子の部位が特定された。
結局、2本の染色体の両方の塩基の“C”から“T”への
変異（図1）が疾患の原因となる。遺伝学やゲノミク
スの手法により、以前は複合疾患と信じられていた
疾病が実際には単純疾患であるということを証明
できたことから、生産者が疾患の発生を避けること
ができる遺伝学的検査法の開発へとつながった。水
頭症のような単純疾患に対する遺伝学的検査法と
複合疾患（骨軟骨症など）に対する遺伝学的検査法
との相違に留意することが重要である。単純疾患に
対する遺伝学的検査は、遺伝性疾患の確定あるいは
除外診断ができる。しかしながら、複合疾患に対す
る遺伝学的検査は、そのウマが遺伝性疾患を発現さ
せる可能性を決める手助けとなるのみである。これ
は遺伝学的検査が交配の決定に用いられる場合に
重要な違いである。
　どちらの場合でも、サラブレッドの遺伝学および
ゲノミクスは、生産やより速いウマの選別に留まら
ず、より多くの可能性を秘めている。多数の遺伝子

や環境による複合疾患と同様に、一つの遺伝子に
よって引き起こされる単純疾患を理解することで、
早期診断が可能となり、狙いを定めた治療に繋が
る。競走馬が潜在能力を十分に発揮できない理由は
リストにいくらでも挙げられるが、遺伝学やゲノミ
クスにより、特定の疾患をそのリストから除外でき
る可能性を提供することができ、疾患の発生の防止
や抑制に有用である。

連絡先：
Dr. Brandon D. Velie
brandon.velie@slu.se
Department of Animal Breeding &Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden

ウマの国際間移動と疾病リスク
　国際獣疫事務局（OIE）は、加盟国に、経済および公
衆衛生上重要な動物疾病の発生報告を求めること
により世界的な動物疾病の動向を明らかにする責
任、および陸生動物衛生規約（TAHC）の国際基準制
定により動物および動物製品の健康で安全な取引
の保護に対する責任を負っている。
　ウマの国際間移動に関連した疾病の発生は、OIE
世界動物衛生情報システム（World Animal Health 
Information System、WAHIS）によるOIEへの迅速な
届出により、散発的に報告されている。1995年から
2014年までの間に、54件の発生がOIEに報告され
た。加盟国からの速報は、他の公的情報とあわせて
検討され、更に分析される。
　馬インフルエンザ（13件）と馬伝染性子宮炎（12
件）が最も頻繁に報告された疾患であった。
　7件については、着地検疫において感染馬が検出
され、輸入国内に入ることはなかった。他の47件
は、輸入国内に病原体が侵入するという結果に至っ
た。
　不顕性感染は、依然として国際間移動における課
題である。報告の88%で、感染馬は輸入時に臨床症
状を示していなかった。
　報告されたうち81%（38/47）の事例で、輸入規制
が順守されていなかった。違法な移動（6件）、輸入
国の規程に関する違反（6件）、OIEの個別疾病に対

する規約違反（26件）であった。他の9件の輸入手続
きの内訳は、検査（3件）、着地検疫（2件）、輸送（1
件）、輸出国の状況の評価（1件）に関連していると
推察された。残る2件の原因は分からなかった。
　報告された事例の51%（24/47）では、輸入された
動物が病原体を現地の動物に伝播させる原因と
なった。現地の動物への疾患の伝播は、輸入動物の
隔離、疾患の発生を速やかに検出するための国内馬
群の健康モニタリングの強化、ワクチン接種、国内
馬群の疫学調査など輸入国によって実施されたバ
イオセキュリティによって左右された。
　ウマの国際間移動を規制している国際基準や輸
入協定は、ウマの移動に関連する疾患の潜在的なリ
スクを軽減するために最も重要である。輸入国によ
る最良のバイオセキュリティおよび健康管理に関
する継続的な規制は、輸入馬から地域個体群に疾患
が伝播する残存リスクを軽減するために、さらなる
予防手段となる。
　国際馬術競技やレースのために一時的に輸入さ
れたウマに関連した疾患の発生は認められなかっ
た。こうした特定のクラスのウマの安全な一時輸入
をさらに促進するために、OIEは国際馬術連盟（FEI）
や国際競馬統括機関連盟（IFHA）と共に、国際基準
（TAHC Chapter 4.16）に加えて“健康でパフォーマ
ンスが高いウマ（High Health, High Performance 
Horses:  HHP）”という概念を提唱した。健康でパ
フォーマンスが高いウマ（HHP）の高度な衛生状態
は、獣医師による継続的な管理や、厳しい健康管理
やバイオセキュリティを組み合わせた総合的な健
康の必須条件を満たすことによって確立される。

連絡先：
M. Dominguez, DVM, MPH, PhD
m.dominguez@oie.int
+33 1 1 44 15 18 54
World Organization for Animal Health (OIE)
Paris, France 

腺疫の検査室での診断
　伝染性の強いウマの腺疫は、感染馬の鼻腔あるい
は膿瘍からの排出物中に含まれるStreptococcus 
equiの吸入あるいは経口摂取によって感染する。鼻

汁の排出は、感染後およそ4～16日後より認めら
れ、ほとんどのウマで2～３週間継続する。しかし
ながら、喉嚢内の膿に潜む病原菌は数ヶ月～数年間
生存し続け、断続的に鼻孔より排出されることがあ
る。そのため持続的なキャリア馬は、それらと接触
する感染歴のない感受性の強いウマに対して、長期
間に亘り感染源となる可能性がある。キャリア馬の
中には、断続的な片側性の鼻漏、発咳あるいは咽頭
下部の喉革付近における触診可能な腫脹によって
確認されるものもいる。感染馬の喉嚢内で生存する
S. equi数は非常に少なく、キャリア馬の検出には通
常喉嚢の内視鏡検査ならびにサンプル採取が必要
である。
　細菌培養：腺疫急性期において、発熱から2～３
日経過後の鼻腔スワブや鼻咽頭洗浄液ならびに膿
瘍部の膿は、通常S. equiを多く含んでいる。適切な
選択培地を用いて培養すると、18時間以内に特徴
的な淡いコロニーが容易に観察される。その後3時
間以内に糖分解試験により同定できる。細菌培養
は、広く普及していること、安価なこと、病原体の証
明により診断が確実であることによって、腺疫発生
時の診断において重要とされる。病原体の有無を確
認し、サンプルの質が悪いことの影響を軽減するた
めには、理想的には発生時に3～5頭のウマに対し
て細菌培養を実施するべきである。細菌培養は急性
期における診断に有用である一方で、慢性的なキャ
リア馬の検出には感度が低い。このことは、S. equi
が膿で満たされた喉嚢内で大部分死滅し、さらに鼻
咽頭へ滅多に流出しないことによって説明できる。
PCR法：鼻咽頭や喉嚢から得た診断材料中のS. equi 
の検出において、PCR法にはさまざまな手技や標的
遺伝子があるが、細菌培養よりも少なくとも3倍感
度が高いということが分かっている。PCR法によ
り、菌数が非常に少なく培養によって検出できない
場合でもS. equi のDNAを検出することができ、他の
菌が混在している場合でも効果的である。しかしな
がら検査費用がかかり現場での検査が困難である
こと、PCR陽性反応は生存しているS. equiの証明に
はならず、それ故に疑陽性の危険性もある。また、
PCR法は採材時および検査時の汚染に対して弱い。
それにもかかわらず、PCR法は喉嚢に保菌している
キャリア馬の検出において、最も感度が高い診断方

法である。
　血清抗体の検出：血清中のS. equi特異抗体は、暴
露後2～3週間で検出が可能となり、ほとんどのウ
マで10～12週間高い血中濃度が維持される。そし
て、SeM抗体を除き、30週までにはベースラインに
まで減少する。理想的には、最大感度および反応の
個体差の違いを考慮して、2～3種のS. equiタンパク
に対する抗体反応を検査するべきである。
　抗体の陽性反応は、過去6ヶ月以内の感染あるい
はワクチン接種ないしは喉嚢での持続的保菌の可
能性がある。血清学的検査は、潜在性（擬似）の腺疫
性膿瘍やS. equiが関連する免疫介在性血管炎（紫斑
病）の診断に特に有用である。感染馬は通常、S. equi
タンパクに対して非常に高い抗体価を有する。血清
学的検査はまた、ワクチンを接種するべきかどうか
の決定においても一助となる。既に高い抗体価を有
するウマは、防御免疫を獲得している可能性が高
く、ワクチンを接種した場合、これらのウマのごく
一部で紫斑病を発症する危険性が生じてしまう。
 
連絡先：
John. F. Timoney, DSc, MVB, MS, PhD
jtimoney@uky.edu
(859)218-1106
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
 
ウマのイベントにおけるバイオセキュリティにつ
いて
　疾病に関連した「perfect storm（訳注：複数の厄災
が重なり起こって破滅的な状態になること。2000
年の映画タイトルに由来）」は、危険因子および病原
体が首尾よく相互に作用することによって発生し、
感染性微生物が感受性の強い動物群に侵入し、拡散
する。ウマを用いるイベントにおいて、以下の条件
で「perfect storm」が発生し得る。

1.　感受性が強く、ストレス下にあるウマが感染性
病原体に暴露された場合。

2.　イベントの状況や環境が伝播と感染に適して
いる場合。

3.　病原体が施設内の動物群に速やかに拡散した

場合。
　　
　2011年5月、ユタ州オグデンの米国カッティング
ホース協会（National Cutting Horse Association）の
イベントに参加したウマが、馬ヘルペスウイルス1
型に暴露された。これらのウマの多くが、馬ヘルペ
スウイルス1型脊髄脳症を発症した。健康状態が不
明のウマが混在していたこと、ウマを密接して飼養
していたこと、競技場のフェンスの外側にウマを繋
いでいたこと、水場を共用していたこと、洗い場を
共有していたこと、閉鎖された空間でウマを運動さ
せていたことなどの複数のリスクの高い慣習によ
り、容易に疾病が拡がった。この流行の発生は国民
的な注目を集め、馬産業に大きな衝撃をもたらした
「perfect storm」の実例となった。
　ウマを用いるほとんどのイベント会場や施設の
配置は、観覧者が容易かつ直接、競技場や／あるい
は展示場にアクセスできるようになっている。この
ような事情があるため、多くのイベントでは、疾病
の症状を呈するウマの隔離施設がないか、あっても
不適切である。こうした事情によって、2017年12
月より、米国馬術連盟（United States Equestrian 
Federation）は、イベント主催者に対して、感染症が
疑われるウマの隔離手順の確立を求める予定であ
る。臨床的に疾病に罹患しているウマを隔離するこ
とが、疾病発生予防にとって重要な最初の手順であ
る。敷地内の発症馬を他のウマから隔離するために
用いることができる区域を特定することが重要で
ある。多くのイベントにおいて、隔離に適した区画
が不足していることから、駐車場やその他の離れた
区画を一時的にパイプで囲うか、隔離用の囲いの設
置を考慮しなければならない。空いた厩舎、家畜用
施設、備品倉庫や現地の催事会場などもこうした目
的に有用であるかもしれない。適切な代替の飼養施
設をあらかじめ確保しておくことで、罹患馬を迅速
に隔離することができ、潜在的な疾病の拡散リスク
を減少させることができる。
　適切な隔離に加え、基本的なバイオセキュリティ

手順の遵守は、病原体の侵入、拡散を予防するため
に必要である。ルーチンのバイオセキュリティ手順
として、以下を制限あるいは禁止するべきである。

● ウマとウマの接触
● ヒトと複数のウマとの接触
● 共用水場の使用
● 使用毎に洗浄および消毒がなされていない道具
　 の共用
 
　さらに、イベント会場における日々のウマの健康
モニタリングとして、一日2回の検温および疾病の
臨床症状がないか観察すべきである。体温が３８．
６℃を超えたか、もしくは臨床症状を呈したウマに
ついては、獣医師や／あるいはイベント責任者に報
告し、ただちに他のウマから隔離されるべきであ
る。
　ウマを用いるイベントのためのバイオセキュリ
ティツールキットが、バイオセキュリティプランや
隔離手順の開発や導入の手引きを提供するた
め に開発されてきた。本ツールキットは、
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Equi
ne_Biosecurity.html.で確認することができる。本
ツールキットは、ある特定のイベントや会場におけ
る特定の疾病リスクに対処するためのバイオセ
キュリティプランを評価および開発するための手
引きとなる。ウマを用いる全てのイベントにおい
て、バイオセキュリティプランを履行することは、
米国全体のウマの衛生状態を保護するための一助
となるであろう。
 
Dr. Katie Flynn
kflynn@cdfa.ca.gov
(916)900-5039
Equine Staff Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA
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時事解説
　バイオセキュリティは、ウマのオーナーや馬術競
技の管理者の間で最近よく耳にする用語である。ウ
マのオーナーは、ウマの感染性疾患の発生リスクを
減らす責任がある。最近、ウマを用いるイベント会
場に必須とされるワクチン接種や隔離施設は、予防
策の一つであるが、牧場で実施されているバイオセ
キュリティプランに取って代わることはできない。
　信頼できる情報源によるバイオセキュリティの
ガイドラインは、インターネットや印刷物として簡
単に入手することができる。しかしこれらはあくま
で “ガイドライン”であるということを強調してお
く。塗装されたコンクリート製の馬房や排水溝を有
し、馬房の洗浄と消毒を担う専門スタッフがいるよ
うな大学病院において用いられるプロトコルや消
毒薬は、別のウマの施設に対しては適切でなく、あ
るいは実用的でないかもしれない。それぞれ環境が
異なると、ウマのリスクは異なり（入院馬　対　健
常馬のように）、存在すると考えられる病原体もも
ちろん異なる。最適なバイオセキュリティプラン
は、個々の施設や環境、ウマ、リスクに適合するよう
に作成されたものである。リスクには、施設におけ
るヒトやウマの通行量（混雑したセリ会場　対　引
退馬の閉鎖的な群）に加え、それぞれに問題とされ
る病原体の種類（ホースショー　対　繁殖牝馬用の
馬房）が挙げられる。
　また、信頼できる情報源からバイオセキュリティ
情報を得ることも重要である。私は、バイオセキュ
リティについて、どれ程多くの興味深い（そしてた
いてい不正確な）情報が入手できるかということに
驚いた。
　ウマに対する蚊の危険性（真実）に関するイン
ターネットの記事を例に取ると、蚊はウエストナイ
ルウイルスをウマに伝播することができ（真実）、ま
た致死性のチクングニヤウイルスもウマに伝播す

ることができる（虚偽、虚偽、虚偽）とある。チクング
ニヤウイルスは、どの地域においてもウマの疾病の
原因としては知られておらず、ましてや米国におい
て“ウマの致死的な疾病”であるなどあり得ない。と
もかくも論文の出所が殺虫剤製造業者であったこ
とに私は驚かなかった。害虫駆除は包括的なバイオ
セキュリティプログラムの一部であるものの、脅し
戦略は効果的ではなく道徳的なマーケティング戦
略でもない。 
　バイオセキュリティに関する他の論文では、その
著者は“万能な”消毒薬の種類に言及した。しかしな
がら、ウマの施設に対して、消毒薬に“万能な”もの
はない。それぞれの消毒薬は、異なる環境下（硬水、
低い環境温度、有機物など）で、それぞれ異なる病原
体に対して異なる殺菌効果を有する。
　広域スペクトルを有する消毒薬の一つとして、ブ
リーチがある。しかしながら、ブリーチは有機物（土
壌、肥料など）の存在によってすぐに不活化してし
まう。ブリーチは、徹底的に洗浄されて有機物が存
在せず、硬く、孔の無い表面に対しては最も効果的
である。ラベルにウマの病原体用と記載されている
消毒薬で、最も一般的に入手できるものは、5%有機
物の存在下でテストされているが、それは実際には
極めて清潔な表面を意味する。
　品評会場に入場する前に複数頭のウマの鼻を拭
いた一枚の布切れが、バイオセキュリティ上の弱点
となり得る。ショーポニーが入場口で“他馬と挨拶
するために”匂いを嗅ぐことを許すことは、呼吸器
疾患を効果的に拡散させてしまうことにつながる。
常識的に行動することが効果的なバイオセキュリ
ティの第一段階なのだ。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu

(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky
Lexington, KY
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 　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の発生
がイースタンケープ州およびウエスタンケープ州
を除く全ての州で確認された。本病の発生率は、こ
の時期として例年並みであった。
　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1件の単発発生が確認され
た。その一方で、風土病とされている米国では4州
において確認された。
　デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、スイ
スならびに米国で腺疫の発生が報告された。確認さ
れた発生数は、デンマークで1例、フランスで21例
（ほとんどが単発症例）、ドイツで5施設において1
例ずつ、風土病である南アフリカでは散発症例、ス
イスで単発症例が1例、風土病である米国では22州
において58件だった。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、英国なら
びに米国で発生した。呼吸器疾患が確認されたの
は、フランス（3件）、ドイツ（2件）、アイルランド（6
件）、英国（2件）および米国（複数の州に広範囲に発
生）だった。EHV-1による流産が、フランス（7件）、ド
イツ（4施設で1例ずつ）、日本（7施設において11
例）、米国（異なる牧場で4例）および英国（3施設で1
例ずつ）で発生した。EHV-1に関連する神経疾患が、
フランス（1例）、英国（1例）および米国（4件；うち1
件で8例）発生した。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（8
件：ほとんどの発生が単発症例）、ドイツ（4施設で6
例）および英国（１例）で報告された。フランスおよ
び英国では、EHV-4は散発的な流産を発生させる原
因として認識されている。米国では、複数の州にお
いてEHV-2や／あるいは EHV-5感染が認められ、一

部では呼吸器症状を併発していた。
　馬アデノウイルス感染が、米国のケンタッキー州
で2例診断された。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、ドイツおよび米
国で確認された。その発生数は、カナダで10例（う
ち4例は疫学的に発生源が共通）、ドイツで3例（す
べて同施設）、米国ではイリノイ州の1施設で2例
だった。
　馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
韓国（Theileria equi感染の1例）および米国（テキサ
ス州でTheileria equi感染が2例（ともに2016年初頭
に確認された株に類似）およびフロリダ州で輸入馬
に単発症例が1例）で発生した。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ、南アフリカおよび韓
国で報告された。ドイツでは6施設で8例、南アフリ
カでは種牡馬に1例、韓国では調査された2,086頭
のうち陽性が20例だった。
　馬媾疹（EHV-3）が、米国ケンタッキー州で１例確
認された。
　米国では、ノカルジア性胎盤炎および流産がケン
タ ッ キ ー 州 で 1 1 例 報 告 さ れ 、そ れ ら は
Amycolatopsisや／あるいはCrossiella属の感染に関
連していた。
　馬ウイルス性動脈炎が、アルゼンチンの入国前検
疫において凍結精液より検出された。
　米国では、サルモネラ症が限定的に発生し、B群
およびC1群サルモネラに起因していた。子馬のク
ロストリジウム腸炎が米国で確認された。一部はA
毒素産生型やB毒素産生型C. difficileで、その他はA
毒素産生型C. perfringens によるものだった。C. 
piliformis（ティザー病）およびC. novyiも確認され
た。コロナウイルス感染が2例報告され、それらは
ともに致死的ではなかった。
　米国のケンタッキー州およびペンシルベニア州
で、子馬の増殖性腸症が数例診断された。
　南アフリカでは、主にハウテン州およびムプマラ
ンガ州において、例年と比較して馬脳症の発生が減
少したことが報告された。南アフリカ全域、主にハ
ウテン州においてウエストナイルウイルス感染症
（22例）およびミドルブルグウイルス感染症（30例）
が認められた。
 

競走における遺伝学とゲノミクス：スピードが全て
ではない 
　遺伝学は、遺伝子、および形質あるいは疾患が世
代から世代へと伝わる方法を研究する学問である。
その一方で、ゲノミクスは、遺伝子と遺伝子および
環境との相互作用を含む全ての遺伝子（ゲノム）の
研究を表している。サラブレッドについて実施され
ている遺伝学研究やゲノム研究の多くは、競走パ
フォーマンスへの応用であるが、遺伝学研究やゲノ
ム研究の応用範囲は、ウマをより速くということだ
けにとどまるものではない。 
　遺伝学やゲノミクスによって、 単純（simple）疾
患ならびに複合 (complex)疾患の両方について、よ
り完全に理解することができる。遺伝学では、“単純
（simple）”は、一つの遺伝子の遺伝パターンに従う
疾患に用いられる用語である。これらの疾患は、一
つの遺伝子によってコントロールされており、他の
遺伝子や外的要因にほとんど影響されない（すなわ
ち、遺伝子の存在＝疾患）。このように遺伝する疾患
は、動物に疾患があるか無いか（致死性白子馬症候
群など）といったように一般的に定性的なものであ
る。一方、複合疾患は、通常一つではなく多くの異な
る遺伝子によってコントロールされ、しばしば栄
養、生活環境などの環境要因に影響される（例とし
て頚椎狭窄性脊髄症、別名ウォブラー症候群）。この
ように遺伝学要因と環境要因が組み合わさること
によって、複合あるいは“多因子”遺伝病という結果
に至る。基本的に、3つの異なるシナリオによって
複合疾患の発現が決まる。

遺伝的素因なし＋環境要因＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因なし＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因＝非常に多様な臨床症状

　結果として、複合性の遺伝性疾患は、早期診断お
よび／あるいは家系分析や獣医師による評価など
従来の方法による予防が、非常に困難となることが
ある。場合によっては、症例間に共通する要因を見
つけ出す疫学調査や家系分析ができないことに
よって、単純疾患が複合疾患として分類されること
がある。
　例えば、水頭症はしばしば子馬の死産や難産とい

う結果に至る発達障害である。ウマでの本障害の原
因は、野外調査や家系分析では明らかにできず、こ
の疾患が複合疾患であることを示唆した。こうした
ことを考慮して、82頭（症例13頭と対照69頭）のウ
マに対してゲノムスキャンが実施され、ゲノムの小
さな領域が疾患の原因として同定された。そして
10頭（症例4頭と対照6頭）のゲノムの塩基配列が決
定され、疾病の原因の遺伝子の部位が特定された。
結局、2本の染色体の両方の塩基の“C”から“T”への
変異（図1）が疾患の原因となる。遺伝学やゲノミク
スの手法により、以前は複合疾患と信じられていた
疾病が実際には単純疾患であるということを証明
できたことから、生産者が疾患の発生を避けること
ができる遺伝学的検査法の開発へとつながった。水
頭症のような単純疾患に対する遺伝学的検査法と
複合疾患（骨軟骨症など）に対する遺伝学的検査法
との相違に留意することが重要である。単純疾患に
対する遺伝学的検査は、遺伝性疾患の確定あるいは
除外診断ができる。しかしながら、複合疾患に対す
る遺伝学的検査は、そのウマが遺伝性疾患を発現さ
せる可能性を決める手助けとなるのみである。これ
は遺伝学的検査が交配の決定に用いられる場合に
重要な違いである。
　どちらの場合でも、サラブレッドの遺伝学および
ゲノミクスは、生産やより速いウマの選別に留まら
ず、より多くの可能性を秘めている。多数の遺伝子

や環境による複合疾患と同様に、一つの遺伝子に
よって引き起こされる単純疾患を理解することで、
早期診断が可能となり、狙いを定めた治療に繋が
る。競走馬が潜在能力を十分に発揮できない理由は
リストにいくらでも挙げられるが、遺伝学やゲノミ
クスにより、特定の疾患をそのリストから除外でき
る可能性を提供することができ、疾患の発生の防止
や抑制に有用である。

連絡先：
Dr. Brandon D. Velie
brandon.velie@slu.se
Department of Animal Breeding &Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden

ウマの国際間移動と疾病リスク
　国際獣疫事務局（OIE）は、加盟国に、経済および公
衆衛生上重要な動物疾病の発生報告を求めること
により世界的な動物疾病の動向を明らかにする責
任、および陸生動物衛生規約（TAHC）の国際基準制
定により動物および動物製品の健康で安全な取引
の保護に対する責任を負っている。
　ウマの国際間移動に関連した疾病の発生は、OIE
世界動物衛生情報システム（World Animal Health 
Information System、WAHIS）によるOIEへの迅速な
届出により、散発的に報告されている。1995年から
2014年までの間に、54件の発生がOIEに報告され
た。加盟国からの速報は、他の公的情報とあわせて
検討され、更に分析される。
　馬インフルエンザ（13件）と馬伝染性子宮炎（12
件）が最も頻繁に報告された疾患であった。
　7件については、着地検疫において感染馬が検出
され、輸入国内に入ることはなかった。他の47件
は、輸入国内に病原体が侵入するという結果に至っ
た。
　不顕性感染は、依然として国際間移動における課
題である。報告の88%で、感染馬は輸入時に臨床症
状を示していなかった。
　報告されたうち81%（38/47）の事例で、輸入規制
が順守されていなかった。違法な移動（6件）、輸入
国の規程に関する違反（6件）、OIEの個別疾病に対

する規約違反（26件）であった。他の9件の輸入手続
きの内訳は、検査（3件）、着地検疫（2件）、輸送（1
件）、輸出国の状況の評価（1件）に関連していると
推察された。残る2件の原因は分からなかった。
　報告された事例の51%（24/47）では、輸入された
動物が病原体を現地の動物に伝播させる原因と
なった。現地の動物への疾患の伝播は、輸入動物の
隔離、疾患の発生を速やかに検出するための国内馬
群の健康モニタリングの強化、ワクチン接種、国内
馬群の疫学調査など輸入国によって実施されたバ
イオセキュリティによって左右された。
　ウマの国際間移動を規制している国際基準や輸
入協定は、ウマの移動に関連する疾患の潜在的なリ
スクを軽減するために最も重要である。輸入国によ
る最良のバイオセキュリティおよび健康管理に関
する継続的な規制は、輸入馬から地域個体群に疾患
が伝播する残存リスクを軽減するために、さらなる
予防手段となる。
　国際馬術競技やレースのために一時的に輸入さ
れたウマに関連した疾患の発生は認められなかっ
た。こうした特定のクラスのウマの安全な一時輸入
をさらに促進するために、OIEは国際馬術連盟（FEI）
や国際競馬統括機関連盟（IFHA）と共に、国際基準
（TAHC Chapter 4.16）に加えて“健康でパフォーマ
ンスが高いウマ（High Health, High Performance 
Horses:  HHP）”という概念を提唱した。健康でパ
フォーマンスが高いウマ（HHP）の高度な衛生状態
は、獣医師による継続的な管理や、厳しい健康管理
やバイオセキュリティを組み合わせた総合的な健
康の必須条件を満たすことによって確立される。

連絡先：
M. Dominguez, DVM, MPH, PhD
m.dominguez@oie.int
+33 1 1 44 15 18 54
World Organization for Animal Health (OIE)
Paris, France 

腺疫の検査室での診断
　伝染性の強いウマの腺疫は、感染馬の鼻腔あるい
は膿瘍からの排出物中に含まれるStreptococcus 
equiの吸入あるいは経口摂取によって感染する。鼻

汁の排出は、感染後およそ4～16日後より認めら
れ、ほとんどのウマで2～３週間継続する。しかし
ながら、喉嚢内の膿に潜む病原菌は数ヶ月～数年間
生存し続け、断続的に鼻孔より排出されることがあ
る。そのため持続的なキャリア馬は、それらと接触
する感染歴のない感受性の強いウマに対して、長期
間に亘り感染源となる可能性がある。キャリア馬の
中には、断続的な片側性の鼻漏、発咳あるいは咽頭
下部の喉革付近における触診可能な腫脹によって
確認されるものもいる。感染馬の喉嚢内で生存する
S. equi数は非常に少なく、キャリア馬の検出には通
常喉嚢の内視鏡検査ならびにサンプル採取が必要
である。
　細菌培養：腺疫急性期において、発熱から2～３
日経過後の鼻腔スワブや鼻咽頭洗浄液ならびに膿
瘍部の膿は、通常S. equiを多く含んでいる。適切な
選択培地を用いて培養すると、18時間以内に特徴
的な淡いコロニーが容易に観察される。その後3時
間以内に糖分解試験により同定できる。細菌培養
は、広く普及していること、安価なこと、病原体の証
明により診断が確実であることによって、腺疫発生
時の診断において重要とされる。病原体の有無を確
認し、サンプルの質が悪いことの影響を軽減するた
めには、理想的には発生時に3～5頭のウマに対し
て細菌培養を実施するべきである。細菌培養は急性
期における診断に有用である一方で、慢性的なキャ
リア馬の検出には感度が低い。このことは、S. equi
が膿で満たされた喉嚢内で大部分死滅し、さらに鼻
咽頭へ滅多に流出しないことによって説明できる。
PCR法：鼻咽頭や喉嚢から得た診断材料中のS. equi 
の検出において、PCR法にはさまざまな手技や標的
遺伝子があるが、細菌培養よりも少なくとも3倍感
度が高いということが分かっている。PCR法によ
り、菌数が非常に少なく培養によって検出できない
場合でもS. equi のDNAを検出することができ、他の
菌が混在している場合でも効果的である。しかしな
がら検査費用がかかり現場での検査が困難である
こと、PCR陽性反応は生存しているS. equiの証明に
はならず、それ故に疑陽性の危険性もある。また、
PCR法は採材時および検査時の汚染に対して弱い。
それにもかかわらず、PCR法は喉嚢に保菌している
キャリア馬の検出において、最も感度が高い診断方

法である。
　血清抗体の検出：血清中のS. equi特異抗体は、暴
露後2～3週間で検出が可能となり、ほとんどのウ
マで10～12週間高い血中濃度が維持される。そし
て、SeM抗体を除き、30週までにはベースラインに
まで減少する。理想的には、最大感度および反応の
個体差の違いを考慮して、2～3種のS. equiタンパク
に対する抗体反応を検査するべきである。
　抗体の陽性反応は、過去6ヶ月以内の感染あるい
はワクチン接種ないしは喉嚢での持続的保菌の可
能性がある。血清学的検査は、潜在性（擬似）の腺疫
性膿瘍やS. equiが関連する免疫介在性血管炎（紫斑
病）の診断に特に有用である。感染馬は通常、S. equi
タンパクに対して非常に高い抗体価を有する。血清
学的検査はまた、ワクチンを接種するべきかどうか
の決定においても一助となる。既に高い抗体価を有
するウマは、防御免疫を獲得している可能性が高
く、ワクチンを接種した場合、これらのウマのごく
一部で紫斑病を発症する危険性が生じてしまう。
 
連絡先：
John. F. Timoney, DSc, MVB, MS, PhD
jtimoney@uky.edu
(859)218-1106
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
 
ウマのイベントにおけるバイオセキュリティにつ
いて
　疾病に関連した「perfect storm（訳注：複数の厄災
が重なり起こって破滅的な状態になること。2000
年の映画タイトルに由来）」は、危険因子および病原
体が首尾よく相互に作用することによって発生し、
感染性微生物が感受性の強い動物群に侵入し、拡散
する。ウマを用いるイベントにおいて、以下の条件
で「perfect storm」が発生し得る。

1.　感受性が強く、ストレス下にあるウマが感染性
病原体に暴露された場合。

2.　イベントの状況や環境が伝播と感染に適して
いる場合。

3.　病原体が施設内の動物群に速やかに拡散した

場合。
　　
　2011年5月、ユタ州オグデンの米国カッティング
ホース協会（National Cutting Horse Association）の
イベントに参加したウマが、馬ヘルペスウイルス1
型に暴露された。これらのウマの多くが、馬ヘルペ
スウイルス1型脊髄脳症を発症した。健康状態が不
明のウマが混在していたこと、ウマを密接して飼養
していたこと、競技場のフェンスの外側にウマを繋
いでいたこと、水場を共用していたこと、洗い場を
共有していたこと、閉鎖された空間でウマを運動さ
せていたことなどの複数のリスクの高い慣習によ
り、容易に疾病が拡がった。この流行の発生は国民
的な注目を集め、馬産業に大きな衝撃をもたらした
「perfect storm」の実例となった。
　ウマを用いるほとんどのイベント会場や施設の
配置は、観覧者が容易かつ直接、競技場や／あるい
は展示場にアクセスできるようになっている。この
ような事情があるため、多くのイベントでは、疾病
の症状を呈するウマの隔離施設がないか、あっても
不適切である。こうした事情によって、2017年12
月より、米国馬術連盟（United States Equestrian 
Federation）は、イベント主催者に対して、感染症が
疑われるウマの隔離手順の確立を求める予定であ
る。臨床的に疾病に罹患しているウマを隔離するこ
とが、疾病発生予防にとって重要な最初の手順であ
る。敷地内の発症馬を他のウマから隔離するために
用いることができる区域を特定することが重要で
ある。多くのイベントにおいて、隔離に適した区画
が不足していることから、駐車場やその他の離れた
区画を一時的にパイプで囲うか、隔離用の囲いの設
置を考慮しなければならない。空いた厩舎、家畜用
施設、備品倉庫や現地の催事会場などもこうした目
的に有用であるかもしれない。適切な代替の飼養施
設をあらかじめ確保しておくことで、罹患馬を迅速
に隔離することができ、潜在的な疾病の拡散リスク
を減少させることができる。
　適切な隔離に加え、基本的なバイオセキュリティ

手順の遵守は、病原体の侵入、拡散を予防するため
に必要である。ルーチンのバイオセキュリティ手順
として、以下を制限あるいは禁止するべきである。

● ウマとウマの接触
● ヒトと複数のウマとの接触
● 共用水場の使用
● 使用毎に洗浄および消毒がなされていない道具
　 の共用
 
　さらに、イベント会場における日々のウマの健康
モニタリングとして、一日2回の検温および疾病の
臨床症状がないか観察すべきである。体温が３８．
６℃を超えたか、もしくは臨床症状を呈したウマに
ついては、獣医師や／あるいはイベント責任者に報
告し、ただちに他のウマから隔離されるべきであ
る。
　ウマを用いるイベントのためのバイオセキュリ
ティツールキットが、バイオセキュリティプランや
隔離手順の開発や導入の手引きを提供するた
め に開発されてきた。本ツールキットは、
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Equi
ne_Biosecurity.html.で確認することができる。本
ツールキットは、ある特定のイベントや会場におけ
る特定の疾病リスクに対処するためのバイオセ
キュリティプランを評価および開発するための手
引きとなる。ウマを用いる全てのイベントにおい
て、バイオセキュリティプランを履行することは、
米国全体のウマの衛生状態を保護するための一助
となるであろう。
 
Dr. Katie Flynn
kflynn@cdfa.ca.gov
(916)900-5039
Equine Staff Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA

図1　2本の染色体上の遺伝子の両方の塩基のCか
らTへの変異によって水頭症が発生する
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時事解説
　バイオセキュリティは、ウマのオーナーや馬術競
技の管理者の間で最近よく耳にする用語である。ウ
マのオーナーは、ウマの感染性疾患の発生リスクを
減らす責任がある。最近、ウマを用いるイベント会
場に必須とされるワクチン接種や隔離施設は、予防
策の一つであるが、牧場で実施されているバイオセ
キュリティプランに取って代わることはできない。
　信頼できる情報源によるバイオセキュリティの
ガイドラインは、インターネットや印刷物として簡
単に入手することができる。しかしこれらはあくま
で “ガイドライン”であるということを強調してお
く。塗装されたコンクリート製の馬房や排水溝を有
し、馬房の洗浄と消毒を担う専門スタッフがいるよ
うな大学病院において用いられるプロトコルや消
毒薬は、別のウマの施設に対しては適切でなく、あ
るいは実用的でないかもしれない。それぞれ環境が
異なると、ウマのリスクは異なり（入院馬　対　健
常馬のように）、存在すると考えられる病原体もも
ちろん異なる。最適なバイオセキュリティプラン
は、個々の施設や環境、ウマ、リスクに適合するよう
に作成されたものである。リスクには、施設におけ
るヒトやウマの通行量（混雑したセリ会場　対　引
退馬の閉鎖的な群）に加え、それぞれに問題とされ
る病原体の種類（ホースショー　対　繁殖牝馬用の
馬房）が挙げられる。
　また、信頼できる情報源からバイオセキュリティ
情報を得ることも重要である。私は、バイオセキュ
リティについて、どれ程多くの興味深い（そしてた
いてい不正確な）情報が入手できるかということに
驚いた。
　ウマに対する蚊の危険性（真実）に関するイン
ターネットの記事を例に取ると、蚊はウエストナイ
ルウイルスをウマに伝播することができ（真実）、ま
た致死性のチクングニヤウイルスもウマに伝播す

ることができる（虚偽、虚偽、虚偽）とある。チクング
ニヤウイルスは、どの地域においてもウマの疾病の
原因としては知られておらず、ましてや米国におい
て“ウマの致死的な疾病”であるなどあり得ない。と
もかくも論文の出所が殺虫剤製造業者であったこ
とに私は驚かなかった。害虫駆除は包括的なバイオ
セキュリティプログラムの一部であるものの、脅し
戦略は効果的ではなく道徳的なマーケティング戦
略でもない。 
　バイオセキュリティに関する他の論文では、その
著者は“万能な”消毒薬の種類に言及した。しかしな
がら、ウマの施設に対して、消毒薬に“万能な”もの
はない。それぞれの消毒薬は、異なる環境下（硬水、
低い環境温度、有機物など）で、それぞれ異なる病原
体に対して異なる殺菌効果を有する。
　広域スペクトルを有する消毒薬の一つとして、ブ
リーチがある。しかしながら、ブリーチは有機物（土
壌、肥料など）の存在によってすぐに不活化してし
まう。ブリーチは、徹底的に洗浄されて有機物が存
在せず、硬く、孔の無い表面に対しては最も効果的
である。ラベルにウマの病原体用と記載されている
消毒薬で、最も一般的に入手できるものは、5%有機
物の存在下でテストされているが、それは実際には
極めて清潔な表面を意味する。
　品評会場に入場する前に複数頭のウマの鼻を拭
いた一枚の布切れが、バイオセキュリティ上の弱点
となり得る。ショーポニーが入場口で“他馬と挨拶
するために”匂いを嗅ぐことを許すことは、呼吸器
疾患を効果的に拡散させてしまうことにつながる。
常識的に行動することが効果的なバイオセキュリ
ティの第一段階なのだ。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu

(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2017年第1四半期
 　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の発生
がイースタンケープ州およびウエスタンケープ州
を除く全ての州で確認された。本病の発生率は、こ
の時期として例年並みであった。
　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1件の単発発生が確認され
た。その一方で、風土病とされている米国では4州
において確認された。
　デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、スイ
スならびに米国で腺疫の発生が報告された。確認さ
れた発生数は、デンマークで1例、フランスで21例
（ほとんどが単発症例）、ドイツで5施設において1
例ずつ、風土病である南アフリカでは散発症例、ス
イスで単発症例が1例、風土病である米国では22州
において58件だった。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、英国なら
びに米国で発生した。呼吸器疾患が確認されたの
は、フランス（3件）、ドイツ（2件）、アイルランド（6
件）、英国（2件）および米国（複数の州に広範囲に発
生）だった。EHV-1による流産が、フランス（7件）、ド
イツ（4施設で1例ずつ）、日本（7施設において11
例）、米国（異なる牧場で4例）および英国（3施設で1
例ずつ）で発生した。EHV-1に関連する神経疾患が、
フランス（1例）、英国（1例）および米国（4件；うち1
件で8例）発生した。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（8
件：ほとんどの発生が単発症例）、ドイツ（4施設で6
例）および英国（１例）で報告された。フランスおよ
び英国では、EHV-4は散発的な流産を発生させる原
因として認識されている。米国では、複数の州にお
いてEHV-2や／あるいは EHV-5感染が認められ、一

部では呼吸器症状を併発していた。
　馬アデノウイルス感染が、米国のケンタッキー州
で2例診断された。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、ドイツおよび米
国で確認された。その発生数は、カナダで10例（う
ち4例は疫学的に発生源が共通）、ドイツで3例（す
べて同施設）、米国ではイリノイ州の1施設で2例
だった。
　馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
韓国（Theileria equi感染の1例）および米国（テキサ
ス州でTheileria equi感染が2例（ともに2016年初頭
に確認された株に類似）およびフロリダ州で輸入馬
に単発症例が1例）で発生した。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ、南アフリカおよび韓
国で報告された。ドイツでは6施設で8例、南アフリ
カでは種牡馬に1例、韓国では調査された2,086頭
のうち陽性が20例だった。
　馬媾疹（EHV-3）が、米国ケンタッキー州で１例確
認された。
　米国では、ノカルジア性胎盤炎および流産がケン
タ ッ キ ー 州 で 1 1 例 報 告 さ れ 、そ れ ら は
Amycolatopsisや／あるいはCrossiella属の感染に関
連していた。
　馬ウイルス性動脈炎が、アルゼンチンの入国前検
疫において凍結精液より検出された。
　米国では、サルモネラ症が限定的に発生し、B群
およびC1群サルモネラに起因していた。子馬のク
ロストリジウム腸炎が米国で確認された。一部はA
毒素産生型やB毒素産生型C. difficileで、その他はA
毒素産生型C. perfringens によるものだった。C. 
piliformis（ティザー病）およびC. novyiも確認され
た。コロナウイルス感染が2例報告され、それらは
ともに致死的ではなかった。
　米国のケンタッキー州およびペンシルベニア州
で、子馬の増殖性腸症が数例診断された。
　南アフリカでは、主にハウテン州およびムプマラ
ンガ州において、例年と比較して馬脳症の発生が減
少したことが報告された。南アフリカ全域、主にハ
ウテン州においてウエストナイルウイルス感染症
（22例）およびミドルブルグウイルス感染症（30例）
が認められた。
 

競走における遺伝学とゲノミクス：スピードが全て
ではない 
　遺伝学は、遺伝子、および形質あるいは疾患が世
代から世代へと伝わる方法を研究する学問である。
その一方で、ゲノミクスは、遺伝子と遺伝子および
環境との相互作用を含む全ての遺伝子（ゲノム）の
研究を表している。サラブレッドについて実施され
ている遺伝学研究やゲノム研究の多くは、競走パ
フォーマンスへの応用であるが、遺伝学研究やゲノ
ム研究の応用範囲は、ウマをより速くということだ
けにとどまるものではない。 
　遺伝学やゲノミクスによって、 単純（simple）疾
患ならびに複合 (complex)疾患の両方について、よ
り完全に理解することができる。遺伝学では、“単純
（simple）”は、一つの遺伝子の遺伝パターンに従う
疾患に用いられる用語である。これらの疾患は、一
つの遺伝子によってコントロールされており、他の
遺伝子や外的要因にほとんど影響されない（すなわ
ち、遺伝子の存在＝疾患）。このように遺伝する疾患
は、動物に疾患があるか無いか（致死性白子馬症候
群など）といったように一般的に定性的なものであ
る。一方、複合疾患は、通常一つではなく多くの異な
る遺伝子によってコントロールされ、しばしば栄
養、生活環境などの環境要因に影響される（例とし
て頚椎狭窄性脊髄症、別名ウォブラー症候群）。この
ように遺伝学要因と環境要因が組み合わさること
によって、複合あるいは“多因子”遺伝病という結果
に至る。基本的に、3つの異なるシナリオによって
複合疾患の発現が決まる。

遺伝的素因なし＋環境要因＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因なし＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因＝非常に多様な臨床症状

　結果として、複合性の遺伝性疾患は、早期診断お
よび／あるいは家系分析や獣医師による評価など
従来の方法による予防が、非常に困難となることが
ある。場合によっては、症例間に共通する要因を見
つけ出す疫学調査や家系分析ができないことに
よって、単純疾患が複合疾患として分類されること
がある。
　例えば、水頭症はしばしば子馬の死産や難産とい

う結果に至る発達障害である。ウマでの本障害の原
因は、野外調査や家系分析では明らかにできず、こ
の疾患が複合疾患であることを示唆した。こうした
ことを考慮して、82頭（症例13頭と対照69頭）のウ
マに対してゲノムスキャンが実施され、ゲノムの小
さな領域が疾患の原因として同定された。そして
10頭（症例4頭と対照6頭）のゲノムの塩基配列が決
定され、疾病の原因の遺伝子の部位が特定された。
結局、2本の染色体の両方の塩基の“C”から“T”への
変異（図1）が疾患の原因となる。遺伝学やゲノミク
スの手法により、以前は複合疾患と信じられていた
疾病が実際には単純疾患であるということを証明
できたことから、生産者が疾患の発生を避けること
ができる遺伝学的検査法の開発へとつながった。水
頭症のような単純疾患に対する遺伝学的検査法と
複合疾患（骨軟骨症など）に対する遺伝学的検査法
との相違に留意することが重要である。単純疾患に
対する遺伝学的検査は、遺伝性疾患の確定あるいは
除外診断ができる。しかしながら、複合疾患に対す
る遺伝学的検査は、そのウマが遺伝性疾患を発現さ
せる可能性を決める手助けとなるのみである。これ
は遺伝学的検査が交配の決定に用いられる場合に
重要な違いである。
　どちらの場合でも、サラブレッドの遺伝学および
ゲノミクスは、生産やより速いウマの選別に留まら
ず、より多くの可能性を秘めている。多数の遺伝子

や環境による複合疾患と同様に、一つの遺伝子に
よって引き起こされる単純疾患を理解することで、
早期診断が可能となり、狙いを定めた治療に繋が
る。競走馬が潜在能力を十分に発揮できない理由は
リストにいくらでも挙げられるが、遺伝学やゲノミ
クスにより、特定の疾患をそのリストから除外でき
る可能性を提供することができ、疾患の発生の防止
や抑制に有用である。

連絡先：
Dr. Brandon D. Velie
brandon.velie@slu.se
Department of Animal Breeding &Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden

ウマの国際間移動と疾病リスク
　国際獣疫事務局（OIE）は、加盟国に、経済および公
衆衛生上重要な動物疾病の発生報告を求めること
により世界的な動物疾病の動向を明らかにする責
任、および陸生動物衛生規約（TAHC）の国際基準制
定により動物および動物製品の健康で安全な取引
の保護に対する責任を負っている。
　ウマの国際間移動に関連した疾病の発生は、OIE
世界動物衛生情報システム（World Animal Health 
Information System、WAHIS）によるOIEへの迅速な
届出により、散発的に報告されている。1995年から
2014年までの間に、54件の発生がOIEに報告され
た。加盟国からの速報は、他の公的情報とあわせて
検討され、更に分析される。
　馬インフルエンザ（13件）と馬伝染性子宮炎（12
件）が最も頻繁に報告された疾患であった。
　7件については、着地検疫において感染馬が検出
され、輸入国内に入ることはなかった。他の47件
は、輸入国内に病原体が侵入するという結果に至っ
た。
　不顕性感染は、依然として国際間移動における課
題である。報告の88%で、感染馬は輸入時に臨床症
状を示していなかった。
　報告されたうち81%（38/47）の事例で、輸入規制
が順守されていなかった。違法な移動（6件）、輸入
国の規程に関する違反（6件）、OIEの個別疾病に対

する規約違反（26件）であった。他の9件の輸入手続
きの内訳は、検査（3件）、着地検疫（2件）、輸送（1
件）、輸出国の状況の評価（1件）に関連していると
推察された。残る2件の原因は分からなかった。
　報告された事例の51%（24/47）では、輸入された
動物が病原体を現地の動物に伝播させる原因と
なった。現地の動物への疾患の伝播は、輸入動物の
隔離、疾患の発生を速やかに検出するための国内馬
群の健康モニタリングの強化、ワクチン接種、国内
馬群の疫学調査など輸入国によって実施されたバ
イオセキュリティによって左右された。
　ウマの国際間移動を規制している国際基準や輸
入協定は、ウマの移動に関連する疾患の潜在的なリ
スクを軽減するために最も重要である。輸入国によ
る最良のバイオセキュリティおよび健康管理に関
する継続的な規制は、輸入馬から地域個体群に疾患
が伝播する残存リスクを軽減するために、さらなる
予防手段となる。
　国際馬術競技やレースのために一時的に輸入さ
れたウマに関連した疾患の発生は認められなかっ
た。こうした特定のクラスのウマの安全な一時輸入
をさらに促進するために、OIEは国際馬術連盟（FEI）
や国際競馬統括機関連盟（IFHA）と共に、国際基準
（TAHC Chapter 4.16）に加えて“健康でパフォーマ
ンスが高いウマ（High Health, High Performance 
Horses:  HHP）”という概念を提唱した。健康でパ
フォーマンスが高いウマ（HHP）の高度な衛生状態
は、獣医師による継続的な管理や、厳しい健康管理
やバイオセキュリティを組み合わせた総合的な健
康の必須条件を満たすことによって確立される。

連絡先：
M. Dominguez, DVM, MPH, PhD
m.dominguez@oie.int
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World Organization for Animal Health (OIE)
Paris, France 

腺疫の検査室での診断
　伝染性の強いウマの腺疫は、感染馬の鼻腔あるい
は膿瘍からの排出物中に含まれるStreptococcus 
equiの吸入あるいは経口摂取によって感染する。鼻

汁の排出は、感染後およそ4～16日後より認めら
れ、ほとんどのウマで2～３週間継続する。しかし
ながら、喉嚢内の膿に潜む病原菌は数ヶ月～数年間
生存し続け、断続的に鼻孔より排出されることがあ
る。そのため持続的なキャリア馬は、それらと接触
する感染歴のない感受性の強いウマに対して、長期
間に亘り感染源となる可能性がある。キャリア馬の
中には、断続的な片側性の鼻漏、発咳あるいは咽頭
下部の喉革付近における触診可能な腫脹によって
確認されるものもいる。感染馬の喉嚢内で生存する
S. equi数は非常に少なく、キャリア馬の検出には通
常喉嚢の内視鏡検査ならびにサンプル採取が必要
である。
　細菌培養：腺疫急性期において、発熱から2～３
日経過後の鼻腔スワブや鼻咽頭洗浄液ならびに膿
瘍部の膿は、通常S. equiを多く含んでいる。適切な
選択培地を用いて培養すると、18時間以内に特徴
的な淡いコロニーが容易に観察される。その後3時
間以内に糖分解試験により同定できる。細菌培養
は、広く普及していること、安価なこと、病原体の証
明により診断が確実であることによって、腺疫発生
時の診断において重要とされる。病原体の有無を確
認し、サンプルの質が悪いことの影響を軽減するた
めには、理想的には発生時に3～5頭のウマに対し
て細菌培養を実施するべきである。細菌培養は急性
期における診断に有用である一方で、慢性的なキャ
リア馬の検出には感度が低い。このことは、S. equi
が膿で満たされた喉嚢内で大部分死滅し、さらに鼻
咽頭へ滅多に流出しないことによって説明できる。
PCR法：鼻咽頭や喉嚢から得た診断材料中のS. equi 
の検出において、PCR法にはさまざまな手技や標的
遺伝子があるが、細菌培養よりも少なくとも3倍感
度が高いということが分かっている。PCR法によ
り、菌数が非常に少なく培養によって検出できない
場合でもS. equi のDNAを検出することができ、他の
菌が混在している場合でも効果的である。しかしな
がら検査費用がかかり現場での検査が困難である
こと、PCR陽性反応は生存しているS. equiの証明に
はならず、それ故に疑陽性の危険性もある。また、
PCR法は採材時および検査時の汚染に対して弱い。
それにもかかわらず、PCR法は喉嚢に保菌している
キャリア馬の検出において、最も感度が高い診断方

法である。
　血清抗体の検出：血清中のS. equi特異抗体は、暴
露後2～3週間で検出が可能となり、ほとんどのウ
マで10～12週間高い血中濃度が維持される。そし
て、SeM抗体を除き、30週までにはベースラインに
まで減少する。理想的には、最大感度および反応の
個体差の違いを考慮して、2～3種のS. equiタンパク
に対する抗体反応を検査するべきである。
　抗体の陽性反応は、過去6ヶ月以内の感染あるい
はワクチン接種ないしは喉嚢での持続的保菌の可
能性がある。血清学的検査は、潜在性（擬似）の腺疫
性膿瘍やS. equiが関連する免疫介在性血管炎（紫斑
病）の診断に特に有用である。感染馬は通常、S. equi
タンパクに対して非常に高い抗体価を有する。血清
学的検査はまた、ワクチンを接種するべきかどうか
の決定においても一助となる。既に高い抗体価を有
するウマは、防御免疫を獲得している可能性が高
く、ワクチンを接種した場合、これらのウマのごく
一部で紫斑病を発症する危険性が生じてしまう。
 
連絡先：
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ウマのイベントにおけるバイオセキュリティにつ
いて
　疾病に関連した「perfect storm（訳注：複数の厄災
が重なり起こって破滅的な状態になること。2000
年の映画タイトルに由来）」は、危険因子および病原
体が首尾よく相互に作用することによって発生し、
感染性微生物が感受性の強い動物群に侵入し、拡散
する。ウマを用いるイベントにおいて、以下の条件
で「perfect storm」が発生し得る。

1.　感受性が強く、ストレス下にあるウマが感染性
病原体に暴露された場合。

2.　イベントの状況や環境が伝播と感染に適して
いる場合。

3.　病原体が施設内の動物群に速やかに拡散した

場合。
　　
　2011年5月、ユタ州オグデンの米国カッティング
ホース協会（National Cutting Horse Association）の
イベントに参加したウマが、馬ヘルペスウイルス1
型に暴露された。これらのウマの多くが、馬ヘルペ
スウイルス1型脊髄脳症を発症した。健康状態が不
明のウマが混在していたこと、ウマを密接して飼養
していたこと、競技場のフェンスの外側にウマを繋
いでいたこと、水場を共用していたこと、洗い場を
共有していたこと、閉鎖された空間でウマを運動さ
せていたことなどの複数のリスクの高い慣習によ
り、容易に疾病が拡がった。この流行の発生は国民
的な注目を集め、馬産業に大きな衝撃をもたらした
「perfect storm」の実例となった。
　ウマを用いるほとんどのイベント会場や施設の
配置は、観覧者が容易かつ直接、競技場や／あるい
は展示場にアクセスできるようになっている。この
ような事情があるため、多くのイベントでは、疾病
の症状を呈するウマの隔離施設がないか、あっても
不適切である。こうした事情によって、2017年12
月より、米国馬術連盟（United States Equestrian 
Federation）は、イベント主催者に対して、感染症が
疑われるウマの隔離手順の確立を求める予定であ
る。臨床的に疾病に罹患しているウマを隔離するこ
とが、疾病発生予防にとって重要な最初の手順であ
る。敷地内の発症馬を他のウマから隔離するために
用いることができる区域を特定することが重要で
ある。多くのイベントにおいて、隔離に適した区画
が不足していることから、駐車場やその他の離れた
区画を一時的にパイプで囲うか、隔離用の囲いの設
置を考慮しなければならない。空いた厩舎、家畜用
施設、備品倉庫や現地の催事会場などもこうした目
的に有用であるかもしれない。適切な代替の飼養施
設をあらかじめ確保しておくことで、罹患馬を迅速
に隔離することができ、潜在的な疾病の拡散リスク
を減少させることができる。
　適切な隔離に加え、基本的なバイオセキュリティ

手順の遵守は、病原体の侵入、拡散を予防するため
に必要である。ルーチンのバイオセキュリティ手順
として、以下を制限あるいは禁止するべきである。

● ウマとウマの接触
● ヒトと複数のウマとの接触
● 共用水場の使用
● 使用毎に洗浄および消毒がなされていない道具
　 の共用
 
　さらに、イベント会場における日々のウマの健康
モニタリングとして、一日2回の検温および疾病の
臨床症状がないか観察すべきである。体温が３８．
６℃を超えたか、もしくは臨床症状を呈したウマに
ついては、獣医師や／あるいはイベント責任者に報
告し、ただちに他のウマから隔離されるべきであ
る。
　ウマを用いるイベントのためのバイオセキュリ
ティツールキットが、バイオセキュリティプランや
隔離手順の開発や導入の手引きを提供するた
め に開発されてきた。本ツールキットは、
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Equi
ne_Biosecurity.html.で確認することができる。本
ツールキットは、ある特定のイベントや会場におけ
る特定の疾病リスクに対処するためのバイオセ
キュリティプランを評価および開発するための手
引きとなる。ウマを用いる全てのイベントにおい
て、バイオセキュリティプランを履行することは、
米国全体のウマの衛生状態を保護するための一助
となるであろう。
 
Dr. Katie Flynn
kflynn@cdfa.ca.gov
(916)900-5039
Equine Staff Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA
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時事解説
　バイオセキュリティは、ウマのオーナーや馬術競
技の管理者の間で最近よく耳にする用語である。ウ
マのオーナーは、ウマの感染性疾患の発生リスクを
減らす責任がある。最近、ウマを用いるイベント会
場に必須とされるワクチン接種や隔離施設は、予防
策の一つであるが、牧場で実施されているバイオセ
キュリティプランに取って代わることはできない。
　信頼できる情報源によるバイオセキュリティの
ガイドラインは、インターネットや印刷物として簡
単に入手することができる。しかしこれらはあくま
で “ガイドライン”であるということを強調してお
く。塗装されたコンクリート製の馬房や排水溝を有
し、馬房の洗浄と消毒を担う専門スタッフがいるよ
うな大学病院において用いられるプロトコルや消
毒薬は、別のウマの施設に対しては適切でなく、あ
るいは実用的でないかもしれない。それぞれ環境が
異なると、ウマのリスクは異なり（入院馬　対　健
常馬のように）、存在すると考えられる病原体もも
ちろん異なる。最適なバイオセキュリティプラン
は、個々の施設や環境、ウマ、リスクに適合するよう
に作成されたものである。リスクには、施設におけ
るヒトやウマの通行量（混雑したセリ会場　対　引
退馬の閉鎖的な群）に加え、それぞれに問題とされ
る病原体の種類（ホースショー　対　繁殖牝馬用の
馬房）が挙げられる。
　また、信頼できる情報源からバイオセキュリティ
情報を得ることも重要である。私は、バイオセキュ
リティについて、どれ程多くの興味深い（そしてた
いてい不正確な）情報が入手できるかということに
驚いた。
　ウマに対する蚊の危険性（真実）に関するイン
ターネットの記事を例に取ると、蚊はウエストナイ
ルウイルスをウマに伝播することができ（真実）、ま
た致死性のチクングニヤウイルスもウマに伝播す

ることができる（虚偽、虚偽、虚偽）とある。チクング
ニヤウイルスは、どの地域においてもウマの疾病の
原因としては知られておらず、ましてや米国におい
て“ウマの致死的な疾病”であるなどあり得ない。と
もかくも論文の出所が殺虫剤製造業者であったこ
とに私は驚かなかった。害虫駆除は包括的なバイオ
セキュリティプログラムの一部であるものの、脅し
戦略は効果的ではなく道徳的なマーケティング戦
略でもない。 
　バイオセキュリティに関する他の論文では、その
著者は“万能な”消毒薬の種類に言及した。しかしな
がら、ウマの施設に対して、消毒薬に“万能な”もの
はない。それぞれの消毒薬は、異なる環境下（硬水、
低い環境温度、有機物など）で、それぞれ異なる病原
体に対して異なる殺菌効果を有する。
　広域スペクトルを有する消毒薬の一つとして、ブ
リーチがある。しかしながら、ブリーチは有機物（土
壌、肥料など）の存在によってすぐに不活化してし
まう。ブリーチは、徹底的に洗浄されて有機物が存
在せず、硬く、孔の無い表面に対しては最も効果的
である。ラベルにウマの病原体用と記載されている
消毒薬で、最も一般的に入手できるものは、5%有機
物の存在下でテストされているが、それは実際には
極めて清潔な表面を意味する。
　品評会場に入場する前に複数頭のウマの鼻を拭
いた一枚の布切れが、バイオセキュリティ上の弱点
となり得る。ショーポニーが入場口で“他馬と挨拶
するために”匂いを嗅ぐことを許すことは、呼吸器
疾患を効果的に拡散させてしまうことにつながる。
常識的に行動することが効果的なバイオセキュリ
ティの第一段階なのだ。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu

(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
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 　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の発生
がイースタンケープ州およびウエスタンケープ州
を除く全ての州で確認された。本病の発生率は、こ
の時期として例年並みであった。
　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1件の単発発生が確認され
た。その一方で、風土病とされている米国では4州
において確認された。
　デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、スイ
スならびに米国で腺疫の発生が報告された。確認さ
れた発生数は、デンマークで1例、フランスで21例
（ほとんどが単発症例）、ドイツで5施設において1
例ずつ、風土病である南アフリカでは散発症例、ス
イスで単発症例が1例、風土病である米国では22州
において58件だった。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、英国なら
びに米国で発生した。呼吸器疾患が確認されたの
は、フランス（3件）、ドイツ（2件）、アイルランド（6
件）、英国（2件）および米国（複数の州に広範囲に発
生）だった。EHV-1による流産が、フランス（7件）、ド
イツ（4施設で1例ずつ）、日本（7施設において11
例）、米国（異なる牧場で4例）および英国（3施設で1
例ずつ）で発生した。EHV-1に関連する神経疾患が、
フランス（1例）、英国（1例）および米国（4件；うち1
件で8例）発生した。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（8
件：ほとんどの発生が単発症例）、ドイツ（4施設で6
例）および英国（１例）で報告された。フランスおよ
び英国では、EHV-4は散発的な流産を発生させる原
因として認識されている。米国では、複数の州にお
いてEHV-2や／あるいは EHV-5感染が認められ、一

部では呼吸器症状を併発していた。
　馬アデノウイルス感染が、米国のケンタッキー州
で2例診断された。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、ドイツおよび米
国で確認された。その発生数は、カナダで10例（う
ち4例は疫学的に発生源が共通）、ドイツで3例（す
べて同施設）、米国ではイリノイ州の1施設で2例
だった。
　馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
韓国（Theileria equi感染の1例）および米国（テキサ
ス州でTheileria equi感染が2例（ともに2016年初頭
に確認された株に類似）およびフロリダ州で輸入馬
に単発症例が1例）で発生した。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ、南アフリカおよび韓
国で報告された。ドイツでは6施設で8例、南アフリ
カでは種牡馬に1例、韓国では調査された2,086頭
のうち陽性が20例だった。
　馬媾疹（EHV-3）が、米国ケンタッキー州で１例確
認された。
　米国では、ノカルジア性胎盤炎および流産がケン
タ ッ キ ー 州 で 1 1 例 報 告 さ れ 、そ れ ら は
Amycolatopsisや／あるいはCrossiella属の感染に関
連していた。
　馬ウイルス性動脈炎が、アルゼンチンの入国前検
疫において凍結精液より検出された。
　米国では、サルモネラ症が限定的に発生し、B群
およびC1群サルモネラに起因していた。子馬のク
ロストリジウム腸炎が米国で確認された。一部はA
毒素産生型やB毒素産生型C. difficileで、その他はA
毒素産生型C. perfringens によるものだった。C. 
piliformis（ティザー病）およびC. novyiも確認され
た。コロナウイルス感染が2例報告され、それらは
ともに致死的ではなかった。
　米国のケンタッキー州およびペンシルベニア州
で、子馬の増殖性腸症が数例診断された。
　南アフリカでは、主にハウテン州およびムプマラ
ンガ州において、例年と比較して馬脳症の発生が減
少したことが報告された。南アフリカ全域、主にハ
ウテン州においてウエストナイルウイルス感染症
（22例）およびミドルブルグウイルス感染症（30例）
が認められた。
 

競走における遺伝学とゲノミクス：スピードが全て
ではない 
　遺伝学は、遺伝子、および形質あるいは疾患が世
代から世代へと伝わる方法を研究する学問である。
その一方で、ゲノミクスは、遺伝子と遺伝子および
環境との相互作用を含む全ての遺伝子（ゲノム）の
研究を表している。サラブレッドについて実施され
ている遺伝学研究やゲノム研究の多くは、競走パ
フォーマンスへの応用であるが、遺伝学研究やゲノ
ム研究の応用範囲は、ウマをより速くということだ
けにとどまるものではない。 
　遺伝学やゲノミクスによって、 単純（simple）疾
患ならびに複合 (complex)疾患の両方について、よ
り完全に理解することができる。遺伝学では、“単純
（simple）”は、一つの遺伝子の遺伝パターンに従う
疾患に用いられる用語である。これらの疾患は、一
つの遺伝子によってコントロールされており、他の
遺伝子や外的要因にほとんど影響されない（すなわ
ち、遺伝子の存在＝疾患）。このように遺伝する疾患
は、動物に疾患があるか無いか（致死性白子馬症候
群など）といったように一般的に定性的なものであ
る。一方、複合疾患は、通常一つではなく多くの異な
る遺伝子によってコントロールされ、しばしば栄
養、生活環境などの環境要因に影響される（例とし
て頚椎狭窄性脊髄症、別名ウォブラー症候群）。この
ように遺伝学要因と環境要因が組み合わさること
によって、複合あるいは“多因子”遺伝病という結果
に至る。基本的に、3つの異なるシナリオによって
複合疾患の発現が決まる。

遺伝的素因なし＋環境要因＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因なし＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因＝非常に多様な臨床症状

　結果として、複合性の遺伝性疾患は、早期診断お
よび／あるいは家系分析や獣医師による評価など
従来の方法による予防が、非常に困難となることが
ある。場合によっては、症例間に共通する要因を見
つけ出す疫学調査や家系分析ができないことに
よって、単純疾患が複合疾患として分類されること
がある。
　例えば、水頭症はしばしば子馬の死産や難産とい

う結果に至る発達障害である。ウマでの本障害の原
因は、野外調査や家系分析では明らかにできず、こ
の疾患が複合疾患であることを示唆した。こうした
ことを考慮して、82頭（症例13頭と対照69頭）のウ
マに対してゲノムスキャンが実施され、ゲノムの小
さな領域が疾患の原因として同定された。そして
10頭（症例4頭と対照6頭）のゲノムの塩基配列が決
定され、疾病の原因の遺伝子の部位が特定された。
結局、2本の染色体の両方の塩基の“C”から“T”への
変異（図1）が疾患の原因となる。遺伝学やゲノミク
スの手法により、以前は複合疾患と信じられていた
疾病が実際には単純疾患であるということを証明
できたことから、生産者が疾患の発生を避けること
ができる遺伝学的検査法の開発へとつながった。水
頭症のような単純疾患に対する遺伝学的検査法と
複合疾患（骨軟骨症など）に対する遺伝学的検査法
との相違に留意することが重要である。単純疾患に
対する遺伝学的検査は、遺伝性疾患の確定あるいは
除外診断ができる。しかしながら、複合疾患に対す
る遺伝学的検査は、そのウマが遺伝性疾患を発現さ
せる可能性を決める手助けとなるのみである。これ
は遺伝学的検査が交配の決定に用いられる場合に
重要な違いである。
　どちらの場合でも、サラブレッドの遺伝学および
ゲノミクスは、生産やより速いウマの選別に留まら
ず、より多くの可能性を秘めている。多数の遺伝子

や環境による複合疾患と同様に、一つの遺伝子に
よって引き起こされる単純疾患を理解することで、
早期診断が可能となり、狙いを定めた治療に繋が
る。競走馬が潜在能力を十分に発揮できない理由は
リストにいくらでも挙げられるが、遺伝学やゲノミ
クスにより、特定の疾患をそのリストから除外でき
る可能性を提供することができ、疾患の発生の防止
や抑制に有用である。

連絡先：
Dr. Brandon D. Velie
brandon.velie@slu.se
Department of Animal Breeding &Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden

ウマの国際間移動と疾病リスク
　国際獣疫事務局（OIE）は、加盟国に、経済および公
衆衛生上重要な動物疾病の発生報告を求めること
により世界的な動物疾病の動向を明らかにする責
任、および陸生動物衛生規約（TAHC）の国際基準制
定により動物および動物製品の健康で安全な取引
の保護に対する責任を負っている。
　ウマの国際間移動に関連した疾病の発生は、OIE
世界動物衛生情報システム（World Animal Health 
Information System、WAHIS）によるOIEへの迅速な
届出により、散発的に報告されている。1995年から
2014年までの間に、54件の発生がOIEに報告され
た。加盟国からの速報は、他の公的情報とあわせて
検討され、更に分析される。
　馬インフルエンザ（13件）と馬伝染性子宮炎（12
件）が最も頻繁に報告された疾患であった。
　7件については、着地検疫において感染馬が検出
され、輸入国内に入ることはなかった。他の47件
は、輸入国内に病原体が侵入するという結果に至っ
た。
　不顕性感染は、依然として国際間移動における課
題である。報告の88%で、感染馬は輸入時に臨床症
状を示していなかった。
　報告されたうち81%（38/47）の事例で、輸入規制
が順守されていなかった。違法な移動（6件）、輸入
国の規程に関する違反（6件）、OIEの個別疾病に対

する規約違反（26件）であった。他の9件の輸入手続
きの内訳は、検査（3件）、着地検疫（2件）、輸送（1
件）、輸出国の状況の評価（1件）に関連していると
推察された。残る2件の原因は分からなかった。
　報告された事例の51%（24/47）では、輸入された
動物が病原体を現地の動物に伝播させる原因と
なった。現地の動物への疾患の伝播は、輸入動物の
隔離、疾患の発生を速やかに検出するための国内馬
群の健康モニタリングの強化、ワクチン接種、国内
馬群の疫学調査など輸入国によって実施されたバ
イオセキュリティによって左右された。
　ウマの国際間移動を規制している国際基準や輸
入協定は、ウマの移動に関連する疾患の潜在的なリ
スクを軽減するために最も重要である。輸入国によ
る最良のバイオセキュリティおよび健康管理に関
する継続的な規制は、輸入馬から地域個体群に疾患
が伝播する残存リスクを軽減するために、さらなる
予防手段となる。
　国際馬術競技やレースのために一時的に輸入さ
れたウマに関連した疾患の発生は認められなかっ
た。こうした特定のクラスのウマの安全な一時輸入
をさらに促進するために、OIEは国際馬術連盟（FEI）
や国際競馬統括機関連盟（IFHA）と共に、国際基準
（TAHC Chapter 4.16）に加えて“健康でパフォーマ
ンスが高いウマ（High Health, High Performance 
Horses:  HHP）”という概念を提唱した。健康でパ
フォーマンスが高いウマ（HHP）の高度な衛生状態
は、獣医師による継続的な管理や、厳しい健康管理
やバイオセキュリティを組み合わせた総合的な健
康の必須条件を満たすことによって確立される。

連絡先：
M. Dominguez, DVM, MPH, PhD
m.dominguez@oie.int
+33 1 1 44 15 18 54
World Organization for Animal Health (OIE)
Paris, France 

腺疫の検査室での診断
　伝染性の強いウマの腺疫は、感染馬の鼻腔あるい
は膿瘍からの排出物中に含まれるStreptococcus 
equiの吸入あるいは経口摂取によって感染する。鼻

汁の排出は、感染後およそ4～16日後より認めら
れ、ほとんどのウマで2～３週間継続する。しかし
ながら、喉嚢内の膿に潜む病原菌は数ヶ月～数年間
生存し続け、断続的に鼻孔より排出されることがあ
る。そのため持続的なキャリア馬は、それらと接触
する感染歴のない感受性の強いウマに対して、長期
間に亘り感染源となる可能性がある。キャリア馬の
中には、断続的な片側性の鼻漏、発咳あるいは咽頭
下部の喉革付近における触診可能な腫脹によって
確認されるものもいる。感染馬の喉嚢内で生存する
S. equi数は非常に少なく、キャリア馬の検出には通
常喉嚢の内視鏡検査ならびにサンプル採取が必要
である。
　細菌培養：腺疫急性期において、発熱から2～３
日経過後の鼻腔スワブや鼻咽頭洗浄液ならびに膿
瘍部の膿は、通常S. equiを多く含んでいる。適切な
選択培地を用いて培養すると、18時間以内に特徴
的な淡いコロニーが容易に観察される。その後3時
間以内に糖分解試験により同定できる。細菌培養
は、広く普及していること、安価なこと、病原体の証
明により診断が確実であることによって、腺疫発生
時の診断において重要とされる。病原体の有無を確
認し、サンプルの質が悪いことの影響を軽減するた
めには、理想的には発生時に3～5頭のウマに対し
て細菌培養を実施するべきである。細菌培養は急性
期における診断に有用である一方で、慢性的なキャ
リア馬の検出には感度が低い。このことは、S. equi
が膿で満たされた喉嚢内で大部分死滅し、さらに鼻
咽頭へ滅多に流出しないことによって説明できる。
PCR法：鼻咽頭や喉嚢から得た診断材料中のS. equi 
の検出において、PCR法にはさまざまな手技や標的
遺伝子があるが、細菌培養よりも少なくとも3倍感
度が高いということが分かっている。PCR法によ
り、菌数が非常に少なく培養によって検出できない
場合でもS. equi のDNAを検出することができ、他の
菌が混在している場合でも効果的である。しかしな
がら検査費用がかかり現場での検査が困難である
こと、PCR陽性反応は生存しているS. equiの証明に
はならず、それ故に疑陽性の危険性もある。また、
PCR法は採材時および検査時の汚染に対して弱い。
それにもかかわらず、PCR法は喉嚢に保菌している
キャリア馬の検出において、最も感度が高い診断方

法である。
　血清抗体の検出：血清中のS. equi特異抗体は、暴
露後2～3週間で検出が可能となり、ほとんどのウ
マで10～12週間高い血中濃度が維持される。そし
て、SeM抗体を除き、30週までにはベースラインに
まで減少する。理想的には、最大感度および反応の
個体差の違いを考慮して、2～3種のS. equiタンパク
に対する抗体反応を検査するべきである。
　抗体の陽性反応は、過去6ヶ月以内の感染あるい
はワクチン接種ないしは喉嚢での持続的保菌の可
能性がある。血清学的検査は、潜在性（擬似）の腺疫
性膿瘍やS. equiが関連する免疫介在性血管炎（紫斑
病）の診断に特に有用である。感染馬は通常、S. equi
タンパクに対して非常に高い抗体価を有する。血清
学的検査はまた、ワクチンを接種するべきかどうか
の決定においても一助となる。既に高い抗体価を有
するウマは、防御免疫を獲得している可能性が高
く、ワクチンを接種した場合、これらのウマのごく
一部で紫斑病を発症する危険性が生じてしまう。
 
連絡先：
John. F. Timoney, DSc, MVB, MS, PhD
jtimoney@uky.edu
(859)218-1106
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
 
ウマのイベントにおけるバイオセキュリティにつ
いて
　疾病に関連した「perfect storm（訳注：複数の厄災
が重なり起こって破滅的な状態になること。2000
年の映画タイトルに由来）」は、危険因子および病原
体が首尾よく相互に作用することによって発生し、
感染性微生物が感受性の強い動物群に侵入し、拡散
する。ウマを用いるイベントにおいて、以下の条件
で「perfect storm」が発生し得る。

1.　感受性が強く、ストレス下にあるウマが感染性
病原体に暴露された場合。

2.　イベントの状況や環境が伝播と感染に適して
いる場合。

3.　病原体が施設内の動物群に速やかに拡散した

場合。
　　
　2011年5月、ユタ州オグデンの米国カッティング
ホース協会（National Cutting Horse Association）の
イベントに参加したウマが、馬ヘルペスウイルス1
型に暴露された。これらのウマの多くが、馬ヘルペ
スウイルス1型脊髄脳症を発症した。健康状態が不
明のウマが混在していたこと、ウマを密接して飼養
していたこと、競技場のフェンスの外側にウマを繋
いでいたこと、水場を共用していたこと、洗い場を
共有していたこと、閉鎖された空間でウマを運動さ
せていたことなどの複数のリスクの高い慣習によ
り、容易に疾病が拡がった。この流行の発生は国民
的な注目を集め、馬産業に大きな衝撃をもたらした
「perfect storm」の実例となった。
　ウマを用いるほとんどのイベント会場や施設の
配置は、観覧者が容易かつ直接、競技場や／あるい
は展示場にアクセスできるようになっている。この
ような事情があるため、多くのイベントでは、疾病
の症状を呈するウマの隔離施設がないか、あっても
不適切である。こうした事情によって、2017年12
月より、米国馬術連盟（United States Equestrian 
Federation）は、イベント主催者に対して、感染症が
疑われるウマの隔離手順の確立を求める予定であ
る。臨床的に疾病に罹患しているウマを隔離するこ
とが、疾病発生予防にとって重要な最初の手順であ
る。敷地内の発症馬を他のウマから隔離するために
用いることができる区域を特定することが重要で
ある。多くのイベントにおいて、隔離に適した区画
が不足していることから、駐車場やその他の離れた
区画を一時的にパイプで囲うか、隔離用の囲いの設
置を考慮しなければならない。空いた厩舎、家畜用
施設、備品倉庫や現地の催事会場などもこうした目
的に有用であるかもしれない。適切な代替の飼養施
設をあらかじめ確保しておくことで、罹患馬を迅速
に隔離することができ、潜在的な疾病の拡散リスク
を減少させることができる。
　適切な隔離に加え、基本的なバイオセキュリティ

手順の遵守は、病原体の侵入、拡散を予防するため
に必要である。ルーチンのバイオセキュリティ手順
として、以下を制限あるいは禁止するべきである。

● ウマとウマの接触
● ヒトと複数のウマとの接触
● 共用水場の使用
● 使用毎に洗浄および消毒がなされていない道具
　 の共用
 
　さらに、イベント会場における日々のウマの健康
モニタリングとして、一日2回の検温および疾病の
臨床症状がないか観察すべきである。体温が３８．
６℃を超えたか、もしくは臨床症状を呈したウマに
ついては、獣医師や／あるいはイベント責任者に報
告し、ただちに他のウマから隔離されるべきであ
る。
　ウマを用いるイベントのためのバイオセキュリ
ティツールキットが、バイオセキュリティプランや
隔離手順の開発や導入の手引きを提供するた
め に開発されてきた。本ツールキットは、
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Equi
ne_Biosecurity.html.で確認することができる。本
ツールキットは、ある特定のイベントや会場におけ
る特定の疾病リスクに対処するためのバイオセ
キュリティプランを評価および開発するための手
引きとなる。ウマを用いる全てのイベントにおい
て、バイオセキュリティプランを履行することは、
米国全体のウマの衛生状態を保護するための一助
となるであろう。
 
Dr. Katie Flynn
kflynn@cdfa.ca.gov
(916)900-5039
Equine Staff Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA
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時事解説
　バイオセキュリティは、ウマのオーナーや馬術競
技の管理者の間で最近よく耳にする用語である。ウ
マのオーナーは、ウマの感染性疾患の発生リスクを
減らす責任がある。最近、ウマを用いるイベント会
場に必須とされるワクチン接種や隔離施設は、予防
策の一つであるが、牧場で実施されているバイオセ
キュリティプランに取って代わることはできない。
　信頼できる情報源によるバイオセキュリティの
ガイドラインは、インターネットや印刷物として簡
単に入手することができる。しかしこれらはあくま
で “ガイドライン”であるということを強調してお
く。塗装されたコンクリート製の馬房や排水溝を有
し、馬房の洗浄と消毒を担う専門スタッフがいるよ
うな大学病院において用いられるプロトコルや消
毒薬は、別のウマの施設に対しては適切でなく、あ
るいは実用的でないかもしれない。それぞれ環境が
異なると、ウマのリスクは異なり（入院馬　対　健
常馬のように）、存在すると考えられる病原体もも
ちろん異なる。最適なバイオセキュリティプラン
は、個々の施設や環境、ウマ、リスクに適合するよう
に作成されたものである。リスクには、施設におけ
るヒトやウマの通行量（混雑したセリ会場　対　引
退馬の閉鎖的な群）に加え、それぞれに問題とされ
る病原体の種類（ホースショー　対　繁殖牝馬用の
馬房）が挙げられる。
　また、信頼できる情報源からバイオセキュリティ
情報を得ることも重要である。私は、バイオセキュ
リティについて、どれ程多くの興味深い（そしてた
いてい不正確な）情報が入手できるかということに
驚いた。
　ウマに対する蚊の危険性（真実）に関するイン
ターネットの記事を例に取ると、蚊はウエストナイ
ルウイルスをウマに伝播することができ（真実）、ま
た致死性のチクングニヤウイルスもウマに伝播す

ることができる（虚偽、虚偽、虚偽）とある。チクング
ニヤウイルスは、どの地域においてもウマの疾病の
原因としては知られておらず、ましてや米国におい
て“ウマの致死的な疾病”であるなどあり得ない。と
もかくも論文の出所が殺虫剤製造業者であったこ
とに私は驚かなかった。害虫駆除は包括的なバイオ
セキュリティプログラムの一部であるものの、脅し
戦略は効果的ではなく道徳的なマーケティング戦
略でもない。 
　バイオセキュリティに関する他の論文では、その
著者は“万能な”消毒薬の種類に言及した。しかしな
がら、ウマの施設に対して、消毒薬に“万能な”もの
はない。それぞれの消毒薬は、異なる環境下（硬水、
低い環境温度、有機物など）で、それぞれ異なる病原
体に対して異なる殺菌効果を有する。
　広域スペクトルを有する消毒薬の一つとして、ブ
リーチがある。しかしながら、ブリーチは有機物（土
壌、肥料など）の存在によってすぐに不活化してし
まう。ブリーチは、徹底的に洗浄されて有機物が存
在せず、硬く、孔の無い表面に対しては最も効果的
である。ラベルにウマの病原体用と記載されている
消毒薬で、最も一般的に入手できるものは、5%有機
物の存在下でテストされているが、それは実際には
極めて清潔な表面を意味する。
　品評会場に入場する前に複数頭のウマの鼻を拭
いた一枚の布切れが、バイオセキュリティ上の弱点
となり得る。ショーポニーが入場口で“他馬と挨拶
するために”匂いを嗅ぐことを許すことは、呼吸器
疾患を効果的に拡散させてしまうことにつながる。
常識的に行動することが効果的なバイオセキュリ
ティの第一段階なのだ。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu

(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2017年第1四半期
 　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の発生
がイースタンケープ州およびウエスタンケープ州
を除く全ての州で確認された。本病の発生率は、こ
の時期として例年並みであった。
　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1件の単発発生が確認され
た。その一方で、風土病とされている米国では4州
において確認された。
　デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、スイ
スならびに米国で腺疫の発生が報告された。確認さ
れた発生数は、デンマークで1例、フランスで21例
（ほとんどが単発症例）、ドイツで5施設において1
例ずつ、風土病である南アフリカでは散発症例、ス
イスで単発症例が1例、風土病である米国では22州
において58件だった。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、英国なら
びに米国で発生した。呼吸器疾患が確認されたの
は、フランス（3件）、ドイツ（2件）、アイルランド（6
件）、英国（2件）および米国（複数の州に広範囲に発
生）だった。EHV-1による流産が、フランス（7件）、ド
イツ（4施設で1例ずつ）、日本（7施設において11
例）、米国（異なる牧場で4例）および英国（3施設で1
例ずつ）で発生した。EHV-1に関連する神経疾患が、
フランス（1例）、英国（1例）および米国（4件；うち1
件で8例）発生した。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（8
件：ほとんどの発生が単発症例）、ドイツ（4施設で6
例）および英国（１例）で報告された。フランスおよ
び英国では、EHV-4は散発的な流産を発生させる原
因として認識されている。米国では、複数の州にお
いてEHV-2や／あるいは EHV-5感染が認められ、一

部では呼吸器症状を併発していた。
　馬アデノウイルス感染が、米国のケンタッキー州
で2例診断された。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、ドイツおよび米
国で確認された。その発生数は、カナダで10例（う
ち4例は疫学的に発生源が共通）、ドイツで3例（す
べて同施設）、米国ではイリノイ州の1施設で2例
だった。
　馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
韓国（Theileria equi感染の1例）および米国（テキサ
ス州でTheileria equi感染が2例（ともに2016年初頭
に確認された株に類似）およびフロリダ州で輸入馬
に単発症例が1例）で発生した。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ、南アフリカおよび韓
国で報告された。ドイツでは6施設で8例、南アフリ
カでは種牡馬に1例、韓国では調査された2,086頭
のうち陽性が20例だった。
　馬媾疹（EHV-3）が、米国ケンタッキー州で１例確
認された。
　米国では、ノカルジア性胎盤炎および流産がケン
タ ッ キ ー 州 で 1 1 例 報 告 さ れ 、そ れ ら は
Amycolatopsisや／あるいはCrossiella属の感染に関
連していた。
　馬ウイルス性動脈炎が、アルゼンチンの入国前検
疫において凍結精液より検出された。
　米国では、サルモネラ症が限定的に発生し、B群
およびC1群サルモネラに起因していた。子馬のク
ロストリジウム腸炎が米国で確認された。一部はA
毒素産生型やB毒素産生型C. difficileで、その他はA
毒素産生型C. perfringens によるものだった。C. 
piliformis（ティザー病）およびC. novyiも確認され
た。コロナウイルス感染が2例報告され、それらは
ともに致死的ではなかった。
　米国のケンタッキー州およびペンシルベニア州
で、子馬の増殖性腸症が数例診断された。
　南アフリカでは、主にハウテン州およびムプマラ
ンガ州において、例年と比較して馬脳症の発生が減
少したことが報告された。南アフリカ全域、主にハ
ウテン州においてウエストナイルウイルス感染症
（22例）およびミドルブルグウイルス感染症（30例）
が認められた。
 

競走における遺伝学とゲノミクス：スピードが全て
ではない 
　遺伝学は、遺伝子、および形質あるいは疾患が世
代から世代へと伝わる方法を研究する学問である。
その一方で、ゲノミクスは、遺伝子と遺伝子および
環境との相互作用を含む全ての遺伝子（ゲノム）の
研究を表している。サラブレッドについて実施され
ている遺伝学研究やゲノム研究の多くは、競走パ
フォーマンスへの応用であるが、遺伝学研究やゲノ
ム研究の応用範囲は、ウマをより速くということだ
けにとどまるものではない。 
　遺伝学やゲノミクスによって、 単純（simple）疾
患ならびに複合 (complex)疾患の両方について、よ
り完全に理解することができる。遺伝学では、“単純
（simple）”は、一つの遺伝子の遺伝パターンに従う
疾患に用いられる用語である。これらの疾患は、一
つの遺伝子によってコントロールされており、他の
遺伝子や外的要因にほとんど影響されない（すなわ
ち、遺伝子の存在＝疾患）。このように遺伝する疾患
は、動物に疾患があるか無いか（致死性白子馬症候
群など）といったように一般的に定性的なものであ
る。一方、複合疾患は、通常一つではなく多くの異な
る遺伝子によってコントロールされ、しばしば栄
養、生活環境などの環境要因に影響される（例とし
て頚椎狭窄性脊髄症、別名ウォブラー症候群）。この
ように遺伝学要因と環境要因が組み合わさること
によって、複合あるいは“多因子”遺伝病という結果
に至る。基本的に、3つの異なるシナリオによって
複合疾患の発現が決まる。

遺伝的素因なし＋環境要因＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因なし＝疾病の臨床症状なし
遺伝的素因＋環境要因＝非常に多様な臨床症状

　結果として、複合性の遺伝性疾患は、早期診断お
よび／あるいは家系分析や獣医師による評価など
従来の方法による予防が、非常に困難となることが
ある。場合によっては、症例間に共通する要因を見
つけ出す疫学調査や家系分析ができないことに
よって、単純疾患が複合疾患として分類されること
がある。
　例えば、水頭症はしばしば子馬の死産や難産とい

う結果に至る発達障害である。ウマでの本障害の原
因は、野外調査や家系分析では明らかにできず、こ
の疾患が複合疾患であることを示唆した。こうした
ことを考慮して、82頭（症例13頭と対照69頭）のウ
マに対してゲノムスキャンが実施され、ゲノムの小
さな領域が疾患の原因として同定された。そして
10頭（症例4頭と対照6頭）のゲノムの塩基配列が決
定され、疾病の原因の遺伝子の部位が特定された。
結局、2本の染色体の両方の塩基の“C”から“T”への
変異（図1）が疾患の原因となる。遺伝学やゲノミク
スの手法により、以前は複合疾患と信じられていた
疾病が実際には単純疾患であるということを証明
できたことから、生産者が疾患の発生を避けること
ができる遺伝学的検査法の開発へとつながった。水
頭症のような単純疾患に対する遺伝学的検査法と
複合疾患（骨軟骨症など）に対する遺伝学的検査法
との相違に留意することが重要である。単純疾患に
対する遺伝学的検査は、遺伝性疾患の確定あるいは
除外診断ができる。しかしながら、複合疾患に対す
る遺伝学的検査は、そのウマが遺伝性疾患を発現さ
せる可能性を決める手助けとなるのみである。これ
は遺伝学的検査が交配の決定に用いられる場合に
重要な違いである。
　どちらの場合でも、サラブレッドの遺伝学および
ゲノミクスは、生産やより速いウマの選別に留まら
ず、より多くの可能性を秘めている。多数の遺伝子

や環境による複合疾患と同様に、一つの遺伝子に
よって引き起こされる単純疾患を理解することで、
早期診断が可能となり、狙いを定めた治療に繋が
る。競走馬が潜在能力を十分に発揮できない理由は
リストにいくらでも挙げられるが、遺伝学やゲノミ
クスにより、特定の疾患をそのリストから除外でき
る可能性を提供することができ、疾患の発生の防止
や抑制に有用である。

連絡先：
Dr. Brandon D. Velie
brandon.velie@slu.se
Department of Animal Breeding &Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden

ウマの国際間移動と疾病リスク
　国際獣疫事務局（OIE）は、加盟国に、経済および公
衆衛生上重要な動物疾病の発生報告を求めること
により世界的な動物疾病の動向を明らかにする責
任、および陸生動物衛生規約（TAHC）の国際基準制
定により動物および動物製品の健康で安全な取引
の保護に対する責任を負っている。
　ウマの国際間移動に関連した疾病の発生は、OIE
世界動物衛生情報システム（World Animal Health 
Information System、WAHIS）によるOIEへの迅速な
届出により、散発的に報告されている。1995年から
2014年までの間に、54件の発生がOIEに報告され
た。加盟国からの速報は、他の公的情報とあわせて
検討され、更に分析される。
　馬インフルエンザ（13件）と馬伝染性子宮炎（12
件）が最も頻繁に報告された疾患であった。
　7件については、着地検疫において感染馬が検出
され、輸入国内に入ることはなかった。他の47件
は、輸入国内に病原体が侵入するという結果に至っ
た。
　不顕性感染は、依然として国際間移動における課
題である。報告の88%で、感染馬は輸入時に臨床症
状を示していなかった。
　報告されたうち81%（38/47）の事例で、輸入規制
が順守されていなかった。違法な移動（6件）、輸入
国の規程に関する違反（6件）、OIEの個別疾病に対

する規約違反（26件）であった。他の9件の輸入手続
きの内訳は、検査（3件）、着地検疫（2件）、輸送（1
件）、輸出国の状況の評価（1件）に関連していると
推察された。残る2件の原因は分からなかった。
　報告された事例の51%（24/47）では、輸入された
動物が病原体を現地の動物に伝播させる原因と
なった。現地の動物への疾患の伝播は、輸入動物の
隔離、疾患の発生を速やかに検出するための国内馬
群の健康モニタリングの強化、ワクチン接種、国内
馬群の疫学調査など輸入国によって実施されたバ
イオセキュリティによって左右された。
　ウマの国際間移動を規制している国際基準や輸
入協定は、ウマの移動に関連する疾患の潜在的なリ
スクを軽減するために最も重要である。輸入国によ
る最良のバイオセキュリティおよび健康管理に関
する継続的な規制は、輸入馬から地域個体群に疾患
が伝播する残存リスクを軽減するために、さらなる
予防手段となる。
　国際馬術競技やレースのために一時的に輸入さ
れたウマに関連した疾患の発生は認められなかっ
た。こうした特定のクラスのウマの安全な一時輸入
をさらに促進するために、OIEは国際馬術連盟（FEI）
や国際競馬統括機関連盟（IFHA）と共に、国際基準
（TAHC Chapter 4.16）に加えて“健康でパフォーマ
ンスが高いウマ（High Health, High Performance 
Horses:  HHP）”という概念を提唱した。健康でパ
フォーマンスが高いウマ（HHP）の高度な衛生状態
は、獣医師による継続的な管理や、厳しい健康管理
やバイオセキュリティを組み合わせた総合的な健
康の必須条件を満たすことによって確立される。

連絡先：
M. Dominguez, DVM, MPH, PhD
m.dominguez@oie.int
+33 1 1 44 15 18 54
World Organization for Animal Health (OIE)
Paris, France 

腺疫の検査室での診断
　伝染性の強いウマの腺疫は、感染馬の鼻腔あるい
は膿瘍からの排出物中に含まれるStreptococcus 
equiの吸入あるいは経口摂取によって感染する。鼻

汁の排出は、感染後およそ4～16日後より認めら
れ、ほとんどのウマで2～３週間継続する。しかし
ながら、喉嚢内の膿に潜む病原菌は数ヶ月～数年間
生存し続け、断続的に鼻孔より排出されることがあ
る。そのため持続的なキャリア馬は、それらと接触
する感染歴のない感受性の強いウマに対して、長期
間に亘り感染源となる可能性がある。キャリア馬の
中には、断続的な片側性の鼻漏、発咳あるいは咽頭
下部の喉革付近における触診可能な腫脹によって
確認されるものもいる。感染馬の喉嚢内で生存する
S. equi数は非常に少なく、キャリア馬の検出には通
常喉嚢の内視鏡検査ならびにサンプル採取が必要
である。
　細菌培養：腺疫急性期において、発熱から2～３
日経過後の鼻腔スワブや鼻咽頭洗浄液ならびに膿
瘍部の膿は、通常S. equiを多く含んでいる。適切な
選択培地を用いて培養すると、18時間以内に特徴
的な淡いコロニーが容易に観察される。その後3時
間以内に糖分解試験により同定できる。細菌培養
は、広く普及していること、安価なこと、病原体の証
明により診断が確実であることによって、腺疫発生
時の診断において重要とされる。病原体の有無を確
認し、サンプルの質が悪いことの影響を軽減するた
めには、理想的には発生時に3～5頭のウマに対し
て細菌培養を実施するべきである。細菌培養は急性
期における診断に有用である一方で、慢性的なキャ
リア馬の検出には感度が低い。このことは、S. equi
が膿で満たされた喉嚢内で大部分死滅し、さらに鼻
咽頭へ滅多に流出しないことによって説明できる。
PCR法：鼻咽頭や喉嚢から得た診断材料中のS. equi 
の検出において、PCR法にはさまざまな手技や標的
遺伝子があるが、細菌培養よりも少なくとも3倍感
度が高いということが分かっている。PCR法によ
り、菌数が非常に少なく培養によって検出できない
場合でもS. equi のDNAを検出することができ、他の
菌が混在している場合でも効果的である。しかしな
がら検査費用がかかり現場での検査が困難である
こと、PCR陽性反応は生存しているS. equiの証明に
はならず、それ故に疑陽性の危険性もある。また、
PCR法は採材時および検査時の汚染に対して弱い。
それにもかかわらず、PCR法は喉嚢に保菌している
キャリア馬の検出において、最も感度が高い診断方

法である。
　血清抗体の検出：血清中のS. equi特異抗体は、暴
露後2～3週間で検出が可能となり、ほとんどのウ
マで10～12週間高い血中濃度が維持される。そし
て、SeM抗体を除き、30週までにはベースラインに
まで減少する。理想的には、最大感度および反応の
個体差の違いを考慮して、2～3種のS. equiタンパク
に対する抗体反応を検査するべきである。
　抗体の陽性反応は、過去6ヶ月以内の感染あるい
はワクチン接種ないしは喉嚢での持続的保菌の可
能性がある。血清学的検査は、潜在性（擬似）の腺疫
性膿瘍やS. equiが関連する免疫介在性血管炎（紫斑
病）の診断に特に有用である。感染馬は通常、S. equi
タンパクに対して非常に高い抗体価を有する。血清
学的検査はまた、ワクチンを接種するべきかどうか
の決定においても一助となる。既に高い抗体価を有
するウマは、防御免疫を獲得している可能性が高
く、ワクチンを接種した場合、これらのウマのごく
一部で紫斑病を発症する危険性が生じてしまう。
 
連絡先：
John. F. Timoney, DSc, MVB, MS, PhD
jtimoney@uky.edu
(859)218-1106
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
 
ウマのイベントにおけるバイオセキュリティにつ
いて
　疾病に関連した「perfect storm（訳注：複数の厄災
が重なり起こって破滅的な状態になること。2000
年の映画タイトルに由来）」は、危険因子および病原
体が首尾よく相互に作用することによって発生し、
感染性微生物が感受性の強い動物群に侵入し、拡散
する。ウマを用いるイベントにおいて、以下の条件
で「perfect storm」が発生し得る。

1.　感受性が強く、ストレス下にあるウマが感染性
病原体に暴露された場合。

2.　イベントの状況や環境が伝播と感染に適して
いる場合。

3.　病原体が施設内の動物群に速やかに拡散した

場合。
　　
　2011年5月、ユタ州オグデンの米国カッティング
ホース協会（National Cutting Horse Association）の
イベントに参加したウマが、馬ヘルペスウイルス1
型に暴露された。これらのウマの多くが、馬ヘルペ
スウイルス1型脊髄脳症を発症した。健康状態が不
明のウマが混在していたこと、ウマを密接して飼養
していたこと、競技場のフェンスの外側にウマを繋
いでいたこと、水場を共用していたこと、洗い場を
共有していたこと、閉鎖された空間でウマを運動さ
せていたことなどの複数のリスクの高い慣習によ
り、容易に疾病が拡がった。この流行の発生は国民
的な注目を集め、馬産業に大きな衝撃をもたらした
「perfect storm」の実例となった。
　ウマを用いるほとんどのイベント会場や施設の
配置は、観覧者が容易かつ直接、競技場や／あるい
は展示場にアクセスできるようになっている。この
ような事情があるため、多くのイベントでは、疾病
の症状を呈するウマの隔離施設がないか、あっても
不適切である。こうした事情によって、2017年12
月より、米国馬術連盟（United States Equestrian 
Federation）は、イベント主催者に対して、感染症が
疑われるウマの隔離手順の確立を求める予定であ
る。臨床的に疾病に罹患しているウマを隔離するこ
とが、疾病発生予防にとって重要な最初の手順であ
る。敷地内の発症馬を他のウマから隔離するために
用いることができる区域を特定することが重要で
ある。多くのイベントにおいて、隔離に適した区画
が不足していることから、駐車場やその他の離れた
区画を一時的にパイプで囲うか、隔離用の囲いの設
置を考慮しなければならない。空いた厩舎、家畜用
施設、備品倉庫や現地の催事会場などもこうした目
的に有用であるかもしれない。適切な代替の飼養施
設をあらかじめ確保しておくことで、罹患馬を迅速
に隔離することができ、潜在的な疾病の拡散リスク
を減少させることができる。
　適切な隔離に加え、基本的なバイオセキュリティ

手順の遵守は、病原体の侵入、拡散を予防するため
に必要である。ルーチンのバイオセキュリティ手順
として、以下を制限あるいは禁止するべきである。

● ウマとウマの接触
● ヒトと複数のウマとの接触
● 共用水場の使用
● 使用毎に洗浄および消毒がなされていない道具
　 の共用
 
　さらに、イベント会場における日々のウマの健康
モニタリングとして、一日2回の検温および疾病の
臨床症状がないか観察すべきである。体温が３８．
６℃を超えたか、もしくは臨床症状を呈したウマに
ついては、獣医師や／あるいはイベント責任者に報
告し、ただちに他のウマから隔離されるべきであ
る。
　ウマを用いるイベントのためのバイオセキュリ
ティツールキットが、バイオセキュリティプランや
隔離手順の開発や導入の手引きを提供するた
め に開発されてきた。本ツールキットは、
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Equi
ne_Biosecurity.html.で確認することができる。本
ツールキットは、ある特定のイベントや会場におけ
る特定の疾病リスクに対処するためのバイオセ
キュリティプランを評価および開発するための手
引きとなる。ウマを用いる全てのイベントにおい
て、バイオセキュリティプランを履行することは、
米国全体のウマの衛生状態を保護するための一助
となるであろう。
 
Dr. Katie Flynn
kflynn@cdfa.ca.gov
(916)900-5039
Equine Staff Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA
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KEY POINT
・水中での運動は、筋骨格損傷の管理には効果的な
治療オプションである。
・水治療法（Hydrotherapy）は、関節可動域の拡大、
筋収縮機能の向上、姿勢の改善および炎症の軽減
に対して効果的な方法である。
・様々な形態をとる水治療法は、損傷した肢の全体
的な機能改善および更なる損傷の予防が目標で
ある。ウマの筋骨格損傷のリハビリテーションで
は頻繁に使用される。

INTORODUCTION
　ヒトでは、水中のリハビリテーションは効果的
であると長い間認識されていた。水治療法は、ヒト

では筋骨格損傷の管理や、損傷した足をかばうこ
とで歩き方が乱れることを軽減したり、抑えたり
するために、治療オプションとして、普通に使用さ
れている。水中での運動は、関節可動域の拡大、正
常な運動パターンの向上、筋活動の向上および主
要な関節の異常による二次的な筋骨格損傷発症の
軽減といった効果が認められる方法である。手足
の先端に骨関節炎を患っているヒトでは、水中の
運動によって、先端部負荷パラメーターの軽減、関
節可動域の改善およびアンバランスさの改善が認
められる。水中での運動による筋力および筋機能
の向上は固有受容体（関節の位置、変化を感じるこ
と）不足、弱い運動神経および成人の骨関節炎に典
型的な異常歩様をも改善させる。

PROPOSED MECHANISMS OF ACTION　提案さ
れている運動のメカニズム
　ウォータートレッドミルやプールといった水治
療法は肢の関節へのストレス軽減、関節可動域の
改善、疼痛や炎症の軽減、筋力や筋肉の反応および
心機能の向上が報告されてきた。水は性質上、温度
や重量オスモル濃度（１キログラムの液体に含ま
れる粒子数を表し浸透圧を表す尺度）の変化に
よって、浮力、水圧および粘性が増加するメカニズ
ムをもっており、個々の筋骨格器に対するリハビ
リテーションで重要となる要素を組み合わせるこ
とができる。水中での運動は抵抗が増え、浮力が加
わることで関節の安定性が増し、筋肉と関節への
体重による負担が減る。下肢部には水深に比例し
て増加する水圧がかかる。血管外の水圧が増加す
ることで循環が促進し浮腫が軽減する。水治療法
は、水温の影響で疼痛も軽減することもできる。温
水があれば、血管拡張、循環向上および筋痙攣の軽
減が起こり、冷水では血流の軽減による炎症緩和
および炎症メディエイター蓄積の軽減が起こる。
水が高張液であれば、浸透圧により浮腫および疼
痛の軽減が可能である。水治療法は多種多様な治
療方法であり、筋骨格系を損傷した馬がフルパ
フォーマンスへ機能回復するために必要な体覚的
および動的な抵抗を生み出すので、効果的な方法
であると考えられている。

Buoyancy　浮力
　水治療法は、浮力が地面からの垂直な反発力を
最小限にすることで関節への軸性負荷を軽減させ
る持ち上げる力として定義づけされていることが
背景としてある。ヒトでは水中での垂直方向の荷
重の力は歩いている間は軽減して、軽減する荷重
の力は水深に反比例する。ゆっくりのペースで歩
いているヒトにおいては胸までの水深があれば
75%軽減され骨盤までの水深では25%の軽減にと
どまる。ウマでは寛結節までの推進であれば75%
軽減され、肘までの水深では10-15%しか軽減され
ない。浮力が増加することで関節と周囲の軟部組
織への負荷が軽減され運動中の荷重による疼痛や
炎症も軽減される。ヒトの水中での運動科学的解
析では、浮力の増加が関節の可動域を改善させる

とも言われている。足の先端に骨関節炎を患う患
者では、陸上での運動に比べて水中ではより足を
屈曲している。水治療法は、筋骨格損傷馬の管理に
直接関係する運動的および運動学的効果を生み出
すことができる。

Viscosity　粘着度
　水の粘度（水が流れるときの抵抗）は、空気の約
12倍である。そのため、水中で動くことが筋肉の
動きを活性化し、筋力、動きの制御および関節の安
定性が改善される。ヒトの患者における筋電図分
析では求心性収縮での作動筋の活性が増大してい
る。作動筋の活性が肢の動きを速くさせる。しかし
ながら、同じ求心性収縮でも、作動筋群の相互活性
の軽減が発生する。陸上での運動中には求心性筋
収縮は、蹄が地面に着地する準備である下肢部の
減速を助けるための拮抗筋群の活性を起こす。し
かしながら、水中での運動では抵抗が増すため下
肢部の減速には最小限の力でよい。膝関節に骨関
節症を患う患者は普通に大腿四頭筋の抑制と相応
するように拮抗筋群であるハムストリングスの活
性が増加する。ハムストリングス活性の増大は運
動中の膝関節安定化と関節への負荷の軽減を手助
けする正常な代償作用である。水中での治療に
よって足への抵抗が増すことが作動筋の活動を回
復させ拮抗筋との相互収縮を軽減させる。このこ
とが神経筋コントロール作用を増大し、筋肉の活
性を調整することになる。これらのメカニズムが
様々な筋骨格損傷のリハビリテーションにおいて
筋肉の機能的回復や運動そのもののコントロール
機能の回復への重要な要因となる。

Hydrostatic Pressure　水圧
　下肢部を水に浸すことで血管外にも同等に水圧
がかかり、静脈の血流が良化し、リンパ液の排出も
促進する。血液とリンパ液の循環が向上すること
で、浮腫や軟部組織の腫脹は軽減する。最後には関
節の可動域が拡大したり、疼痛が軽減したりする。
水圧を変化させることによって、皮膚表面の求心
性刺激と関節の力学的受容器の刺激を通して筋肉
の紡錘体活動が増すことで神経筋機能を向上させ
ることもできる。これらの特殊な受容体は関節の

安定を向上させたり過剰な負荷から関節を守った
りするための固有受容体および筋活動の修正因子
として作用する。関節受容体に影響を受ける反射
のメカニズムは関節が痛いことで筋肉が緊張し、
弛緩あるいは収縮することによるさらなるダメー
ジから損傷した関節を守る。関節の力学的受容器
は、関節に負荷がかかっている間の関節包の物理
学的な変形や関節内圧の変化にも影響する。関節
の滲出や滑膜炎による関節内圧の増加が脊髄前柱
に存在する1b介在ニューロンの求心性刺激反射
を引き起こし、結果として関節を動かしている筋
肉を抑制することになる。関節内圧の増加で誘導
される関節物理的刺激受容体の求心性刺激は、肢
が水へ沈む時は水圧の効果で低下する。脊髄1b介
在ニューロン抑制が低下することで、筋肉の活性
や緊張を増加させるα運動ニューロンの活性を増
大することとなる。軟部組織の腫脹や関節の滲出
が減少することで関節物理的刺激受容体からのシ
ナプス情報がさらに改善し、最適な関節の動きや
アスリートとしての動きのための神経筋支配が回
復するかもしれない。

Temperature　水温
　水の熱力学的性質から、温度によって治療効果
が著しく異なってくる。

Cryotherapy　寒冷（冷凍）療法
　寒冷療法は、ウマでは軟部組織の急性炎症、疼痛
および腫脹を軽減させる目的で広く用いられてい
る。水冷療法で最も治療効果が上がるのは組織の
温度が15℃から10℃に下がる時である。寒冷療法
の応用で末梢血管収縮や軟部組織の灌流の減少
（80%まで）を示す。そのことで損傷している部位
で浮腫や腫脹を軽減することができる。末梢への
循環血流量が減少することで組織の代謝も軽減
し、神経伝達速度の減速により鎮痛効果が得られ
る。局所的なメカニズムには炎症メディエイター
放出の減少、酵素活性低下の抑制、細胞の酸素要求
量の減少および二次的低酸素症の減少を通してお
こる組織代謝の軽減が含まれている。局所の循環
と脂肪組織の厚さにもよるが、寒冷療法は1-4㎝の
深さまで有効である。ヒトでは15-20分間の寒冷

療法で1-2時間の鎮痛効果があることが報告され
ている。ウマではリポ多糖誘発性滑膜炎に対する
寒冷療法の報告のみであり、その報告では1日2回
2時間の寒冷療法では炎症がコントロールできな
かったと結論付けていた。しかし、30分間氷水に
肢を浸すことは下肢部の冷却パックよりも下肢部
の表面および皮下組織を治療に最適な温度に冷却
できる。冷却パックで30分間下肢部を冷却しても
治療に適した温度にまでは下がらない。冷却水が
継続して循環するブーツを前肢の下肢部に1時間
装着することで浅指屈腱の中心は10℃まで下が
る。同様にドライタイプのものも下肢部を氷水に
浸すことと同じ効果が得られ、蹄の表面温度が8
時間の間10℃以下であった。ヒトとイヌでは循環
する寒冷療法と断続的な圧力によって、整形外科
手術後の疼痛、腫脹および跛行の著しい軽減と関
節の可動域の増加が認められる。最近の結果では
氷水に浸すことに比べ循環する寒冷療法装置によ
る冷却効果はより高く、臨床的な装置は効果や安
全性が高い。さらにin vitroの研究で1時間10℃の
寒冷療法を受けた腱細胞の生存能力が37℃での
他の細胞の生存能力と著しく異なることはないこ
とが示されている。ウマの寒冷療法の研究は主に
下肢部の冷却と蹄葉炎に伴う炎症反応にフォーカ
スが当てられている。ウマの様々な筋骨格器系損
傷に対する寒冷療法の効果は完全には解明されて
いない。寒冷療法を使用していくには、さらなる研
究によってエビデンスに基づくガイドラインが作
成されることが求められている。それには、寒冷療
法の期間、頻度、温度および寒冷療法装置の安全性
が必要である。

Thermotherapy　温熱療法
　温熱療法は、ヒトでは炎症の急性期に時折用い
られ、40℃～45℃の範囲が最適とされている。
36℃の温水に浸すことで血管拡張が起こり、末梢
の血管抵抗が下がり組織灌流が増加する。軟部組
織灌流の増加が局所の炎症や疼痛に関与している
炎症メディエイターの放出を促進しているのかも
しれない。また、水中運動時の水温は、局所的熱受
容体の働きや内因性オピオイドの放出促進によっ
て疼痛刺激の感受性にも作用しているのかもしれ

ない。15分間暖かい温泉（38℃～40℃）に入って
いる馬は副交感神経優位になる。それは、温泉に入
ることによりリラックス効果が得られ、疼痛や筋
硬結を和らげ治癒促進の手助けになることを示し
ている。ヒトでは温水での運動は疼痛緩和および
関節可動域の増加の効果があることが知られてい
る。現在までにウマにおける温水を使用した筋骨
格疾患に対する効果を示した報告はない。しかし
ながら、血管や組織代謝の冷水および温水による
多様な生理学的反応が、筋骨格損傷の様々なス
テージに対して有効なツールになりうる。

Osmolality　重量オスモル濃度
　高濃度の水での運動は抗炎症、浸透圧および鎮
痛作用があることが報告されている。ヒトではミ
ネラルウォーターで2週間毎日運動すると大腿脛
骨関節の変形性関節症の中央面において自動的に
疼痛刺激の閾値が上がる（すなわち疼痛が軽減す
る）ことが報告されている。同様に結合組織炎の患
者が硫黄水の中で3ヶ月間運動したら疼痛スコア
が著しく改善したとも報告されている。ウマでは
下肢部の損傷をしたウマが高張液（20g/リットル
塩化ナトリウム、30g/リットル硫酸マグネシウ
ム）の冷水（5℃～9℃）に下肢部を10分間、1週間に
3日を4週間浸すと臨床症状とエコー検査で屈腱
炎と繋靭帯炎が良化したという報告がある。軟部
組織の腫脹の軽減も高張液冷水療法の開始8日間
以内に認められた。ウマではエコー検査でモニタ
リングされた腱炎と靭帯炎に4週間の高張液冷水
医療法をすると腱周囲と靭帯周囲の浮腫の軽減、
炎症反応の緩和およびコラーゲン配列の改善を認
めた。ミネラル成分を加えることで浸透性効果が
大きくなり、軟部組織の炎症と腫脹が軽減し、疼痛
が緩和し、最後には関節の可動域が改善する。この
ような浸透性効果は筋骨格損傷のウマの軟部組織
を管理するときに重要なファクターとなる。

EFFICACY OF HYDROTHERAPY　水治療法の効
果
　水治療法はリハビリ計画の中で広く使用されて
いるが、その効果についての調査は少なく、ウマに
関する報告は主に水中運動中の生理学的反応に集

中している。水泳調教のプログラムは心機能を向
上させ、筋骨格損傷（腱炎など）を減らし、有酸素能
力を反映している酸化能の高い速筋線維を増加さ
せる。筋電図を用いた測定では、地上の常歩運動と
比較して、水泳運動中では前肢帯筋の活性化が増
加している。さらに最近では、水中での常歩運動は
様々な水深により歩様パラメーターが変化するこ
とが示されている。尺骨までの水深に調整した水
中トレッドミルでは、繫までの水位と比較してス
トライドが伸び、完歩数が減少した。同様の研究で
は、水位が遠位肢関節の可動域に与える影響を評
価した。様々な水深は（1cm程度から膝関節の高さ
まで）、球節、腕節、飛節の関節可動域に明らかに影
響を与えた。この研究の結果は、様々な水位は特定
の関節可動域の増加を促進することを示してい
て、特定の関節をターゲットとした治療プロト
コールの作成が可能となることを示している。水
位の変化は、胸腰部の側曲や、骨盤の屈曲や軸回転
にも影響を与える。水位を蹄から肘まで増加させ
るにつれて、骨盤の屈曲と軸回転は増加し、胸腰部
領域の側曲は減少する。コロラド州立大学の馬整
形外科センターでは、実験的に誘発された腕節炎
の進行を減少させるためのウォータートレッドミ
ル運動の有効性を評価する研究が行われた。この
研究は、変形性関節症に伴う病理学的特徴および、
水治療法と関連する潜在的効果、臨床的効果、疾患
を緩和する効果の客観的評価を示した。ウォー
タートレッドミル運動では、完全な腕節の可動域
を回復させるので、受動的な腕節屈曲域のベース
ラインを再構築することができる。さらに、ウォー
タートレッドミルで運動したウマは、前肢体筋の
軸方向の負荷を均等に分散させ、筋肉の動きを左
右対称にし、様々な姿勢における静的バランス制
御の明らかな改善を示す。水治療法群における変
形性関節症の臨床症状の改善は、組織学的レベル
での疾患を緩和する効果のエビデンスによってさ
らに支持された。ウォータートレッドミル運動は
関節包の線維化を減少させ、滑膜における炎症性
浸潤の程度を減少させた。この研究の結果は、変形
性関節症に伴う病理学的特徴および、ウォーター
トレッドミル運動における潜在的効果、臨床的効
果、疾患を緩和する効果の客観的評価を示してお

り、これは馬の水治療法を支持する上で、基礎とな
るものである。しかし、今後はより頻繁に治療され
る筋骨格系損傷に対する水治療法の正確な効果と
方法の開発に焦点を当てた追加の研究が必要であ
る。

HYDROTHERAPY VARIABLES　水治療法の種類
　ウマの水治療法では、ウォータートレッドミル
（地上型あるいは埋め込み型）、スイミングプール
（円形あるいは直線型）、アクアウォーカー（ウォー
ターウォーキングマシン）、温泉、ジャグジーを主
に使用する。埋め込み型のウォータートレッドミ
ルは、設計上多くの水量を保持する能力を有して
いるため、地上型のウォータートレッドミルと比
較してより多くの浮力を得ることができる。地上
型のウォータートレッドミル装置は、関節の可動
性を回復させるために設計されたリハビリテー
ションプロトコールを考慮して、患者ごとに水深
を変化させることができる。両方のトレッドミル
装置には、さらなる水の乱流を作り出す水圧
ジェットを設置することが可能であり、水が筋肉
への負荷と頻度を増強させることを通じて、四肢
の動きの抵抗を増加させる。加えてウォータート
レッドミル装置は、トレッドミルの速度、水温、溶
質の濃度を変化させることができる。馬はウォー
タートレッドミルに慣れて運動するようになるに
は、3～5日の期間が必要となることがある。
　アクアウォーカーは、一定の水深を含む円形の
プール内に取り付けられた機械式歩行器である。
アクアウォーカーの直径は一度に運動できるウマ
を決定しており、多くの装置では同時に6～8頭の
ウマを運動させることができる。ウマは完全に浮
いておらず、各ウマに個々の“空間”を作成する仕
切りによって互いに隔てられている。水の深さは
設計により決定されていて、いくつかの装置では
水は球節よりも高く保たれていないのに対し、他
のものでは膝関節と同じ水深のものもある。装置
の速度も制御されているが、ウォータートレッド
ミルとは異なり、ウマは装置に設定された一定の
速度で歩かないこともある。一定の速度で歩かな
いウマには仕切りが後ろから近づくが、結局は急
加速と減速を繰り返すだけである。ウォータート

レッドミルと同様に、アクアウォーカーも水温と
溶質濃度を変えることができる。
　プール調教は通常、進入および退出を容易にす
るように傾斜がついた直線あるいは円形のプール
で行われる。ウマのプールでは、水泳中に扱う人が
ウマの頭の両脇に立って一緒に歩くことができる
ように設計されるべきである。完全な浮力を確保
するために水深は12フィート（約360cm）以上の
深さにする必要がある。直線型のプールでは、ウマ
が出口から入口に歩いて戻る間に回復することが
できるので、心肺へのストレスを減らすことがで
きる。反対に、円形型プールでの連続水泳運動は、
運動が終了するまで心肺を回復することができな
い。ウマはもともと泳ぐことは上手ではなく、推進
のためには主に後肢を使用し、しばしばバランス
を維持するために前肢を使用する。後肢の推進力
には爆発的な力があるため、股関節、膝関節、飛節
を通じて極端な運動範囲をもたらすことがある。
さらに水への進入時には、ウマによって頚部、胸腰
部、骨盤の過伸展をもたらす姿勢をとる。著者の意
見では、胸腰部、仙腸関節、股関節、膝関節、飛節の
疾患を患うウマに対する水泳調教には注意が必要
である。

PRECAUTIONS　注意
　呼吸器疾患を伴うウマのプール調教は、静水圧
の増加が肺の容量に影響を及ぼし、十分な換気が
できないため避けるべきである。ウマが以下のい
ずれかの状態にある場合、水治療法は避けるべき
である。
・治癒していない手術切開創
・開放創、感染創、排液性創傷
・骨盤周囲による跛行
・胸腰部の痛みや損傷
・急性の関節炎
・急性の筋炎
・高体温
・臆病な性格やパニック状態
・心血管系の傷害

TREATMENT PROTOCOL CONSIDERATIONS　
治療計画を立てるに当たっての注意点

　水を使ったリハビリを進める場合、損傷部の正
確な診断とともに、最終的にどの程度の運動機能
回復を目指すのかを考慮し、個々の患者のニーズ
に合った計画を立てるべきである。損傷の程度や
健康状態だけでなく、ウマの気性や水に接したと
きの反応、過去に水を使ったリハビリの経験があ
るかが治療を進めていく上で重要となってくる。
水治療法を進める上で、考慮すべき３つの事項が
ある。実施するリハビリの（１）強度（２）時間（３）
実施する頻度である。ウォータートレッドミルで
の運動強度は水の深さ、水流、歩くスピードで決ま
る。プール調教では、多くのウマは各自のペースで
泳ぐため、運動強度を調節するのは難しい。しか
し、直線のプールでは流れに逆らって泳ぐことに
よって、より高い運動強度となる。リハビリを始め
る際の運動強度は、そのウマの損傷の程度やボ
ディーコンディション、損傷前後の運動量、現在の
運動量、筋肉の衰えの程度によって決まる。ウォー
タートレッドミルを始めた週は、5分程度の運動
からはじめるべきとされている。1週間に5分ずつ
時間を延ばしていき、最終的には20分を目標にす
る。同じようにプール調教は1～2周（5～8分程度）
から始め、（円形のプールを使用して）合計9～12
周を目標とする。頻度に関しては、ウマのリハビリ
に対する反応をみながら行う。一般的に過負荷に
ならず、負荷に損傷部位が適応し、強化されてく状
態ならば、より強い調教をすればするほど、より早
い機能回復ができることになる。ウォータート
レッドミルは日常的に利用することができ、1週
間に5日行われている。プール調教は週3日程度の
調教から15分週3日と5分週2日を組み合わせた程
度の調教が行われている。重要なことは、リハビリ
を進めていく際には、一度に１つの項目のみを変
えるべきとされている。もし同時に強度と頻度を
延ばしたら、調教量が多くなりすぎてしまう。

MONITORING PROCEDURES　モニタリング
　心拍数が戻る時間をモニターすることはリハビ
リテーションプログラムを進めていいかどうかを
判断する材料となる。運動強度を決めるために、運
動開始前、運動中、運動直後に心拍数および心拍数
が戻る時間を測定すると良い。水治療法中は心拍
数が200bpmを超えるべきではなく、10分以内に
は60bpmに戻るべきである。もしそれ以上になる
ことがあれば、調教強度増やすべきではない。
　損傷部位の悪化を定量的に評価することは治療
の効果をモニタリングする上で重要である。エビ
デンスに基づき、治療効果をモニタリングするた
めに有用で、信頼性があり、鋭敏な診断ツールの使
用が必要となる。触診痛や関節可動域角度の測定、
脚周囲の測定は有用で、痛みや関節の動き、腫れや
筋肉量の客観的な指標であり、これらは関節疾患
に対する物理療法の効果を評価するためによく使
われる。水治療法を行う前に、患肢の触診および歩
様のチェックするべきであり、もし可能なら、定期
的に超音波検査をするべきである。

SUMMARY　概要
　水治療法はいくつかの異なった運動メカニズム
が合体したものであり、それらのすべてはウマの
筋骨格疾患に対して有効である。現在のヒトおよ
び動物の文献では筋骨格疾患に対して有効とされ
ており、たとえば疼痛の軽減、関節可動域の拡大な
どが期待できる。水治療法の臨床試験は適切な運
動量（水量、期間、スピード）やリハビリ過程に起こ
る軟部組織の腫脹や関節の安定性の変化、そして
適応もしくは不適応性の歩様変化に関わる運動制
御パターンを知る上で必要不可欠である。水治療
法の多彩な物理特性が個々のウマの筋骨格疾患に
効果的である。

アスリートホースのための水治療法

Principles and Application of Hydrotherapy for Equine Athletes

Veterinary Clinics of North America: Equine Practice
Rehabilitation of the Equine Athlete

 32 (2016) 115-126
Melissa R. King, DVM, PhD

競走馬リハビリテーションセンター　小林　稔 ・ 荒木成就※ ・ 飯森麻衣
※現　美浦トレーニング・センター　競走馬診療所

　昨年の「馬の科学」においてもウマのリハビリテーションに関する文献を紹介した。引き続き昨年発
刊された「Veterinary Clinics of North America: Equine Practice Rehabilitation of the Equine Athlete」か
ら「水治療法」についての報告を紹介したい。ここで紹介されている治療法については、ウォータート
レッドミルのような特殊な機器を必要とするものもあれば、水冷療法のような今日からでもすぐに応
用できる治療法もある。ここで文献を紹介することで、屈腱炎や骨折でリハビリを余儀なくされている
競走馬に対するリハビリの一助になることを願う。
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KEY POINT
・水中での運動は、筋骨格損傷の管理には効果的な
治療オプションである。
・水治療法（Hydrotherapy）は、関節可動域の拡大、
筋収縮機能の向上、姿勢の改善および炎症の軽減
に対して効果的な方法である。
・様々な形態をとる水治療法は、損傷した肢の全体
的な機能改善および更なる損傷の予防が目標で
ある。ウマの筋骨格損傷のリハビリテーションで
は頻繁に使用される。

INTORODUCTION
　ヒトでは、水中のリハビリテーションは効果的
であると長い間認識されていた。水治療法は、ヒト

では筋骨格損傷の管理や、損傷した足をかばうこ
とで歩き方が乱れることを軽減したり、抑えたり
するために、治療オプションとして、普通に使用さ
れている。水中での運動は、関節可動域の拡大、正
常な運動パターンの向上、筋活動の向上および主
要な関節の異常による二次的な筋骨格損傷発症の
軽減といった効果が認められる方法である。手足
の先端に骨関節炎を患っているヒトでは、水中の
運動によって、先端部負荷パラメーターの軽減、関
節可動域の改善およびアンバランスさの改善が認
められる。水中での運動による筋力および筋機能
の向上は固有受容体（関節の位置、変化を感じるこ
と）不足、弱い運動神経および成人の骨関節炎に典
型的な異常歩様をも改善させる。

PROPOSED MECHANISMS OF ACTION　提案さ
れている運動のメカニズム
　ウォータートレッドミルやプールといった水治
療法は肢の関節へのストレス軽減、関節可動域の
改善、疼痛や炎症の軽減、筋力や筋肉の反応および
心機能の向上が報告されてきた。水は性質上、温度
や重量オスモル濃度（１キログラムの液体に含ま
れる粒子数を表し浸透圧を表す尺度）の変化に
よって、浮力、水圧および粘性が増加するメカニズ
ムをもっており、個々の筋骨格器に対するリハビ
リテーションで重要となる要素を組み合わせるこ
とができる。水中での運動は抵抗が増え、浮力が加
わることで関節の安定性が増し、筋肉と関節への
体重による負担が減る。下肢部には水深に比例し
て増加する水圧がかかる。血管外の水圧が増加す
ることで循環が促進し浮腫が軽減する。水治療法
は、水温の影響で疼痛も軽減することもできる。温
水があれば、血管拡張、循環向上および筋痙攣の軽
減が起こり、冷水では血流の軽減による炎症緩和
および炎症メディエイター蓄積の軽減が起こる。
水が高張液であれば、浸透圧により浮腫および疼
痛の軽減が可能である。水治療法は多種多様な治
療方法であり、筋骨格系を損傷した馬がフルパ
フォーマンスへ機能回復するために必要な体覚的
および動的な抵抗を生み出すので、効果的な方法
であると考えられている。

Buoyancy　浮力
　水治療法は、浮力が地面からの垂直な反発力を
最小限にすることで関節への軸性負荷を軽減させ
る持ち上げる力として定義づけされていることが
背景としてある。ヒトでは水中での垂直方向の荷
重の力は歩いている間は軽減して、軽減する荷重
の力は水深に反比例する。ゆっくりのペースで歩
いているヒトにおいては胸までの水深があれば
75%軽減され骨盤までの水深では25%の軽減にと
どまる。ウマでは寛結節までの推進であれば75%
軽減され、肘までの水深では10-15%しか軽減され
ない。浮力が増加することで関節と周囲の軟部組
織への負荷が軽減され運動中の荷重による疼痛や
炎症も軽減される。ヒトの水中での運動科学的解
析では、浮力の増加が関節の可動域を改善させる

とも言われている。足の先端に骨関節炎を患う患
者では、陸上での運動に比べて水中ではより足を
屈曲している。水治療法は、筋骨格損傷馬の管理に
直接関係する運動的および運動学的効果を生み出
すことができる。

Viscosity　粘着度
　水の粘度（水が流れるときの抵抗）は、空気の約
12倍である。そのため、水中で動くことが筋肉の
動きを活性化し、筋力、動きの制御および関節の安
定性が改善される。ヒトの患者における筋電図分
析では求心性収縮での作動筋の活性が増大してい
る。作動筋の活性が肢の動きを速くさせる。しかし
ながら、同じ求心性収縮でも、作動筋群の相互活性
の軽減が発生する。陸上での運動中には求心性筋
収縮は、蹄が地面に着地する準備である下肢部の
減速を助けるための拮抗筋群の活性を起こす。し
かしながら、水中での運動では抵抗が増すため下
肢部の減速には最小限の力でよい。膝関節に骨関
節症を患う患者は普通に大腿四頭筋の抑制と相応
するように拮抗筋群であるハムストリングスの活
性が増加する。ハムストリングス活性の増大は運
動中の膝関節安定化と関節への負荷の軽減を手助
けする正常な代償作用である。水中での治療に
よって足への抵抗が増すことが作動筋の活動を回
復させ拮抗筋との相互収縮を軽減させる。このこ
とが神経筋コントロール作用を増大し、筋肉の活
性を調整することになる。これらのメカニズムが
様々な筋骨格損傷のリハビリテーションにおいて
筋肉の機能的回復や運動そのもののコントロール
機能の回復への重要な要因となる。

Hydrostatic Pressure　水圧
　下肢部を水に浸すことで血管外にも同等に水圧
がかかり、静脈の血流が良化し、リンパ液の排出も
促進する。血液とリンパ液の循環が向上すること
で、浮腫や軟部組織の腫脹は軽減する。最後には関
節の可動域が拡大したり、疼痛が軽減したりする。
水圧を変化させることによって、皮膚表面の求心
性刺激と関節の力学的受容器の刺激を通して筋肉
の紡錘体活動が増すことで神経筋機能を向上させ
ることもできる。これらの特殊な受容体は関節の

安定を向上させたり過剰な負荷から関節を守った
りするための固有受容体および筋活動の修正因子
として作用する。関節受容体に影響を受ける反射
のメカニズムは関節が痛いことで筋肉が緊張し、
弛緩あるいは収縮することによるさらなるダメー
ジから損傷した関節を守る。関節の力学的受容器
は、関節に負荷がかかっている間の関節包の物理
学的な変形や関節内圧の変化にも影響する。関節
の滲出や滑膜炎による関節内圧の増加が脊髄前柱
に存在する1b介在ニューロンの求心性刺激反射
を引き起こし、結果として関節を動かしている筋
肉を抑制することになる。関節内圧の増加で誘導
される関節物理的刺激受容体の求心性刺激は、肢
が水へ沈む時は水圧の効果で低下する。脊髄1b介
在ニューロン抑制が低下することで、筋肉の活性
や緊張を増加させるα運動ニューロンの活性を増
大することとなる。軟部組織の腫脹や関節の滲出
が減少することで関節物理的刺激受容体からのシ
ナプス情報がさらに改善し、最適な関節の動きや
アスリートとしての動きのための神経筋支配が回
復するかもしれない。

Temperature　水温
　水の熱力学的性質から、温度によって治療効果
が著しく異なってくる。

Cryotherapy　寒冷（冷凍）療法
　寒冷療法は、ウマでは軟部組織の急性炎症、疼痛
および腫脹を軽減させる目的で広く用いられてい
る。水冷療法で最も治療効果が上がるのは組織の
温度が15℃から10℃に下がる時である。寒冷療法
の応用で末梢血管収縮や軟部組織の灌流の減少
（80%まで）を示す。そのことで損傷している部位
で浮腫や腫脹を軽減することができる。末梢への
循環血流量が減少することで組織の代謝も軽減
し、神経伝達速度の減速により鎮痛効果が得られ
る。局所的なメカニズムには炎症メディエイター
放出の減少、酵素活性低下の抑制、細胞の酸素要求
量の減少および二次的低酸素症の減少を通してお
こる組織代謝の軽減が含まれている。局所の循環
と脂肪組織の厚さにもよるが、寒冷療法は1-4㎝の
深さまで有効である。ヒトでは15-20分間の寒冷

療法で1-2時間の鎮痛効果があることが報告され
ている。ウマではリポ多糖誘発性滑膜炎に対する
寒冷療法の報告のみであり、その報告では1日2回
2時間の寒冷療法では炎症がコントロールできな
かったと結論付けていた。しかし、30分間氷水に
肢を浸すことは下肢部の冷却パックよりも下肢部
の表面および皮下組織を治療に最適な温度に冷却
できる。冷却パックで30分間下肢部を冷却しても
治療に適した温度にまでは下がらない。冷却水が
継続して循環するブーツを前肢の下肢部に1時間
装着することで浅指屈腱の中心は10℃まで下が
る。同様にドライタイプのものも下肢部を氷水に
浸すことと同じ効果が得られ、蹄の表面温度が8
時間の間10℃以下であった。ヒトとイヌでは循環
する寒冷療法と断続的な圧力によって、整形外科
手術後の疼痛、腫脹および跛行の著しい軽減と関
節の可動域の増加が認められる。最近の結果では
氷水に浸すことに比べ循環する寒冷療法装置によ
る冷却効果はより高く、臨床的な装置は効果や安
全性が高い。さらにin vitroの研究で1時間10℃の
寒冷療法を受けた腱細胞の生存能力が37℃での
他の細胞の生存能力と著しく異なることはないこ
とが示されている。ウマの寒冷療法の研究は主に
下肢部の冷却と蹄葉炎に伴う炎症反応にフォーカ
スが当てられている。ウマの様々な筋骨格器系損
傷に対する寒冷療法の効果は完全には解明されて
いない。寒冷療法を使用していくには、さらなる研
究によってエビデンスに基づくガイドラインが作
成されることが求められている。それには、寒冷療
法の期間、頻度、温度および寒冷療法装置の安全性
が必要である。

Thermotherapy　温熱療法
　温熱療法は、ヒトでは炎症の急性期に時折用い
られ、40℃～45℃の範囲が最適とされている。
36℃の温水に浸すことで血管拡張が起こり、末梢
の血管抵抗が下がり組織灌流が増加する。軟部組
織灌流の増加が局所の炎症や疼痛に関与している
炎症メディエイターの放出を促進しているのかも
しれない。また、水中運動時の水温は、局所的熱受
容体の働きや内因性オピオイドの放出促進によっ
て疼痛刺激の感受性にも作用しているのかもしれ

ない。15分間暖かい温泉（38℃～40℃）に入って
いる馬は副交感神経優位になる。それは、温泉に入
ることによりリラックス効果が得られ、疼痛や筋
硬結を和らげ治癒促進の手助けになることを示し
ている。ヒトでは温水での運動は疼痛緩和および
関節可動域の増加の効果があることが知られてい
る。現在までにウマにおける温水を使用した筋骨
格疾患に対する効果を示した報告はない。しかし
ながら、血管や組織代謝の冷水および温水による
多様な生理学的反応が、筋骨格損傷の様々なス
テージに対して有効なツールになりうる。

Osmolality　重量オスモル濃度
　高濃度の水での運動は抗炎症、浸透圧および鎮
痛作用があることが報告されている。ヒトではミ
ネラルウォーターで2週間毎日運動すると大腿脛
骨関節の変形性関節症の中央面において自動的に
疼痛刺激の閾値が上がる（すなわち疼痛が軽減す
る）ことが報告されている。同様に結合組織炎の患
者が硫黄水の中で3ヶ月間運動したら疼痛スコア
が著しく改善したとも報告されている。ウマでは
下肢部の損傷をしたウマが高張液（20g/リットル
塩化ナトリウム、30g/リットル硫酸マグネシウ
ム）の冷水（5℃～9℃）に下肢部を10分間、1週間に
3日を4週間浸すと臨床症状とエコー検査で屈腱
炎と繋靭帯炎が良化したという報告がある。軟部
組織の腫脹の軽減も高張液冷水療法の開始8日間
以内に認められた。ウマではエコー検査でモニタ
リングされた腱炎と靭帯炎に4週間の高張液冷水
医療法をすると腱周囲と靭帯周囲の浮腫の軽減、
炎症反応の緩和およびコラーゲン配列の改善を認
めた。ミネラル成分を加えることで浸透性効果が
大きくなり、軟部組織の炎症と腫脹が軽減し、疼痛
が緩和し、最後には関節の可動域が改善する。この
ような浸透性効果は筋骨格損傷のウマの軟部組織
を管理するときに重要なファクターとなる。

EFFICACY OF HYDROTHERAPY　水治療法の効
果
　水治療法はリハビリ計画の中で広く使用されて
いるが、その効果についての調査は少なく、ウマに
関する報告は主に水中運動中の生理学的反応に集

中している。水泳調教のプログラムは心機能を向
上させ、筋骨格損傷（腱炎など）を減らし、有酸素能
力を反映している酸化能の高い速筋線維を増加さ
せる。筋電図を用いた測定では、地上の常歩運動と
比較して、水泳運動中では前肢帯筋の活性化が増
加している。さらに最近では、水中での常歩運動は
様々な水深により歩様パラメーターが変化するこ
とが示されている。尺骨までの水深に調整した水
中トレッドミルでは、繫までの水位と比較してス
トライドが伸び、完歩数が減少した。同様の研究で
は、水位が遠位肢関節の可動域に与える影響を評
価した。様々な水深は（1cm程度から膝関節の高さ
まで）、球節、腕節、飛節の関節可動域に明らかに影
響を与えた。この研究の結果は、様々な水位は特定
の関節可動域の増加を促進することを示してい
て、特定の関節をターゲットとした治療プロト
コールの作成が可能となることを示している。水
位の変化は、胸腰部の側曲や、骨盤の屈曲や軸回転
にも影響を与える。水位を蹄から肘まで増加させ
るにつれて、骨盤の屈曲と軸回転は増加し、胸腰部
領域の側曲は減少する。コロラド州立大学の馬整
形外科センターでは、実験的に誘発された腕節炎
の進行を減少させるためのウォータートレッドミ
ル運動の有効性を評価する研究が行われた。この
研究は、変形性関節症に伴う病理学的特徴および、
水治療法と関連する潜在的効果、臨床的効果、疾患
を緩和する効果の客観的評価を示した。ウォー
タートレッドミル運動では、完全な腕節の可動域
を回復させるので、受動的な腕節屈曲域のベース
ラインを再構築することができる。さらに、ウォー
タートレッドミルで運動したウマは、前肢体筋の
軸方向の負荷を均等に分散させ、筋肉の動きを左
右対称にし、様々な姿勢における静的バランス制
御の明らかな改善を示す。水治療法群における変
形性関節症の臨床症状の改善は、組織学的レベル
での疾患を緩和する効果のエビデンスによってさ
らに支持された。ウォータートレッドミル運動は
関節包の線維化を減少させ、滑膜における炎症性
浸潤の程度を減少させた。この研究の結果は、変形
性関節症に伴う病理学的特徴および、ウォーター
トレッドミル運動における潜在的効果、臨床的効
果、疾患を緩和する効果の客観的評価を示してお

り、これは馬の水治療法を支持する上で、基礎とな
るものである。しかし、今後はより頻繁に治療され
る筋骨格系損傷に対する水治療法の正確な効果と
方法の開発に焦点を当てた追加の研究が必要であ
る。

HYDROTHERAPY VARIABLES　水治療法の種類
　ウマの水治療法では、ウォータートレッドミル
（地上型あるいは埋め込み型）、スイミングプール
（円形あるいは直線型）、アクアウォーカー（ウォー
ターウォーキングマシン）、温泉、ジャグジーを主
に使用する。埋め込み型のウォータートレッドミ
ルは、設計上多くの水量を保持する能力を有して
いるため、地上型のウォータートレッドミルと比
較してより多くの浮力を得ることができる。地上
型のウォータートレッドミル装置は、関節の可動
性を回復させるために設計されたリハビリテー
ションプロトコールを考慮して、患者ごとに水深
を変化させることができる。両方のトレッドミル
装置には、さらなる水の乱流を作り出す水圧
ジェットを設置することが可能であり、水が筋肉
への負荷と頻度を増強させることを通じて、四肢
の動きの抵抗を増加させる。加えてウォータート
レッドミル装置は、トレッドミルの速度、水温、溶
質の濃度を変化させることができる。馬はウォー
タートレッドミルに慣れて運動するようになるに
は、3～5日の期間が必要となることがある。
　アクアウォーカーは、一定の水深を含む円形の
プール内に取り付けられた機械式歩行器である。
アクアウォーカーの直径は一度に運動できるウマ
を決定しており、多くの装置では同時に6～8頭の
ウマを運動させることができる。ウマは完全に浮
いておらず、各ウマに個々の“空間”を作成する仕
切りによって互いに隔てられている。水の深さは
設計により決定されていて、いくつかの装置では
水は球節よりも高く保たれていないのに対し、他
のものでは膝関節と同じ水深のものもある。装置
の速度も制御されているが、ウォータートレッド
ミルとは異なり、ウマは装置に設定された一定の
速度で歩かないこともある。一定の速度で歩かな
いウマには仕切りが後ろから近づくが、結局は急
加速と減速を繰り返すだけである。ウォータート

レッドミルと同様に、アクアウォーカーも水温と
溶質濃度を変えることができる。
　プール調教は通常、進入および退出を容易にす
るように傾斜がついた直線あるいは円形のプール
で行われる。ウマのプールでは、水泳中に扱う人が
ウマの頭の両脇に立って一緒に歩くことができる
ように設計されるべきである。完全な浮力を確保
するために水深は12フィート（約360cm）以上の
深さにする必要がある。直線型のプールでは、ウマ
が出口から入口に歩いて戻る間に回復することが
できるので、心肺へのストレスを減らすことがで
きる。反対に、円形型プールでの連続水泳運動は、
運動が終了するまで心肺を回復することができな
い。ウマはもともと泳ぐことは上手ではなく、推進
のためには主に後肢を使用し、しばしばバランス
を維持するために前肢を使用する。後肢の推進力
には爆発的な力があるため、股関節、膝関節、飛節
を通じて極端な運動範囲をもたらすことがある。
さらに水への進入時には、ウマによって頚部、胸腰
部、骨盤の過伸展をもたらす姿勢をとる。著者の意
見では、胸腰部、仙腸関節、股関節、膝関節、飛節の
疾患を患うウマに対する水泳調教には注意が必要
である。

PRECAUTIONS　注意
　呼吸器疾患を伴うウマのプール調教は、静水圧
の増加が肺の容量に影響を及ぼし、十分な換気が
できないため避けるべきである。ウマが以下のい
ずれかの状態にある場合、水治療法は避けるべき
である。
・治癒していない手術切開創
・開放創、感染創、排液性創傷
・骨盤周囲による跛行
・胸腰部の痛みや損傷
・急性の関節炎
・急性の筋炎
・高体温
・臆病な性格やパニック状態
・心血管系の傷害

TREATMENT PROTOCOL CONSIDERATIONS　
治療計画を立てるに当たっての注意点

　水を使ったリハビリを進める場合、損傷部の正
確な診断とともに、最終的にどの程度の運動機能
回復を目指すのかを考慮し、個々の患者のニーズ
に合った計画を立てるべきである。損傷の程度や
健康状態だけでなく、ウマの気性や水に接したと
きの反応、過去に水を使ったリハビリの経験があ
るかが治療を進めていく上で重要となってくる。
水治療法を進める上で、考慮すべき３つの事項が
ある。実施するリハビリの（１）強度（２）時間（３）
実施する頻度である。ウォータートレッドミルで
の運動強度は水の深さ、水流、歩くスピードで決ま
る。プール調教では、多くのウマは各自のペースで
泳ぐため、運動強度を調節するのは難しい。しか
し、直線のプールでは流れに逆らって泳ぐことに
よって、より高い運動強度となる。リハビリを始め
る際の運動強度は、そのウマの損傷の程度やボ
ディーコンディション、損傷前後の運動量、現在の
運動量、筋肉の衰えの程度によって決まる。ウォー
タートレッドミルを始めた週は、5分程度の運動
からはじめるべきとされている。1週間に5分ずつ
時間を延ばしていき、最終的には20分を目標にす
る。同じようにプール調教は1～2周（5～8分程度）
から始め、（円形のプールを使用して）合計9～12
周を目標とする。頻度に関しては、ウマのリハビリ
に対する反応をみながら行う。一般的に過負荷に
ならず、負荷に損傷部位が適応し、強化されてく状
態ならば、より強い調教をすればするほど、より早
い機能回復ができることになる。ウォータート
レッドミルは日常的に利用することができ、1週
間に5日行われている。プール調教は週3日程度の
調教から15分週3日と5分週2日を組み合わせた程
度の調教が行われている。重要なことは、リハビリ
を進めていく際には、一度に１つの項目のみを変
えるべきとされている。もし同時に強度と頻度を
延ばしたら、調教量が多くなりすぎてしまう。

MONITORING PROCEDURES　モニタリング
　心拍数が戻る時間をモニターすることはリハビ
リテーションプログラムを進めていいかどうかを
判断する材料となる。運動強度を決めるために、運
動開始前、運動中、運動直後に心拍数および心拍数
が戻る時間を測定すると良い。水治療法中は心拍
数が200bpmを超えるべきではなく、10分以内に
は60bpmに戻るべきである。もしそれ以上になる
ことがあれば、調教強度増やすべきではない。
　損傷部位の悪化を定量的に評価することは治療
の効果をモニタリングする上で重要である。エビ
デンスに基づき、治療効果をモニタリングするた
めに有用で、信頼性があり、鋭敏な診断ツールの使
用が必要となる。触診痛や関節可動域角度の測定、
脚周囲の測定は有用で、痛みや関節の動き、腫れや
筋肉量の客観的な指標であり、これらは関節疾患
に対する物理療法の効果を評価するためによく使
われる。水治療法を行う前に、患肢の触診および歩
様のチェックするべきであり、もし可能なら、定期
的に超音波検査をするべきである。

SUMMARY　概要
　水治療法はいくつかの異なった運動メカニズム
が合体したものであり、それらのすべてはウマの
筋骨格疾患に対して有効である。現在のヒトおよ
び動物の文献では筋骨格疾患に対して有効とされ
ており、たとえば疼痛の軽減、関節可動域の拡大な
どが期待できる。水治療法の臨床試験は適切な運
動量（水量、期間、スピード）やリハビリ過程に起こ
る軟部組織の腫脹や関節の安定性の変化、そして
適応もしくは不適応性の歩様変化に関わる運動制
御パターンを知る上で必要不可欠である。水治療
法の多彩な物理特性が個々のウマの筋骨格疾患に
効果的である。
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KEY POINT
・水中での運動は、筋骨格損傷の管理には効果的な
治療オプションである。
・水治療法（Hydrotherapy）は、関節可動域の拡大、
筋収縮機能の向上、姿勢の改善および炎症の軽減
に対して効果的な方法である。
・様々な形態をとる水治療法は、損傷した肢の全体
的な機能改善および更なる損傷の予防が目標で
ある。ウマの筋骨格損傷のリハビリテーションで
は頻繁に使用される。

INTORODUCTION
　ヒトでは、水中のリハビリテーションは効果的
であると長い間認識されていた。水治療法は、ヒト

では筋骨格損傷の管理や、損傷した足をかばうこ
とで歩き方が乱れることを軽減したり、抑えたり
するために、治療オプションとして、普通に使用さ
れている。水中での運動は、関節可動域の拡大、正
常な運動パターンの向上、筋活動の向上および主
要な関節の異常による二次的な筋骨格損傷発症の
軽減といった効果が認められる方法である。手足
の先端に骨関節炎を患っているヒトでは、水中の
運動によって、先端部負荷パラメーターの軽減、関
節可動域の改善およびアンバランスさの改善が認
められる。水中での運動による筋力および筋機能
の向上は固有受容体（関節の位置、変化を感じるこ
と）不足、弱い運動神経および成人の骨関節炎に典
型的な異常歩様をも改善させる。

PROPOSED MECHANISMS OF ACTION　提案さ
れている運動のメカニズム
　ウォータートレッドミルやプールといった水治
療法は肢の関節へのストレス軽減、関節可動域の
改善、疼痛や炎症の軽減、筋力や筋肉の反応および
心機能の向上が報告されてきた。水は性質上、温度
や重量オスモル濃度（１キログラムの液体に含ま
れる粒子数を表し浸透圧を表す尺度）の変化に
よって、浮力、水圧および粘性が増加するメカニズ
ムをもっており、個々の筋骨格器に対するリハビ
リテーションで重要となる要素を組み合わせるこ
とができる。水中での運動は抵抗が増え、浮力が加
わることで関節の安定性が増し、筋肉と関節への
体重による負担が減る。下肢部には水深に比例し
て増加する水圧がかかる。血管外の水圧が増加す
ることで循環が促進し浮腫が軽減する。水治療法
は、水温の影響で疼痛も軽減することもできる。温
水があれば、血管拡張、循環向上および筋痙攣の軽
減が起こり、冷水では血流の軽減による炎症緩和
および炎症メディエイター蓄積の軽減が起こる。
水が高張液であれば、浸透圧により浮腫および疼
痛の軽減が可能である。水治療法は多種多様な治
療方法であり、筋骨格系を損傷した馬がフルパ
フォーマンスへ機能回復するために必要な体覚的
および動的な抵抗を生み出すので、効果的な方法
であると考えられている。

Buoyancy　浮力
　水治療法は、浮力が地面からの垂直な反発力を
最小限にすることで関節への軸性負荷を軽減させ
る持ち上げる力として定義づけされていることが
背景としてある。ヒトでは水中での垂直方向の荷
重の力は歩いている間は軽減して、軽減する荷重
の力は水深に反比例する。ゆっくりのペースで歩
いているヒトにおいては胸までの水深があれば
75%軽減され骨盤までの水深では25%の軽減にと
どまる。ウマでは寛結節までの推進であれば75%
軽減され、肘までの水深では10-15%しか軽減され
ない。浮力が増加することで関節と周囲の軟部組
織への負荷が軽減され運動中の荷重による疼痛や
炎症も軽減される。ヒトの水中での運動科学的解
析では、浮力の増加が関節の可動域を改善させる

とも言われている。足の先端に骨関節炎を患う患
者では、陸上での運動に比べて水中ではより足を
屈曲している。水治療法は、筋骨格損傷馬の管理に
直接関係する運動的および運動学的効果を生み出
すことができる。

Viscosity　粘着度
　水の粘度（水が流れるときの抵抗）は、空気の約
12倍である。そのため、水中で動くことが筋肉の
動きを活性化し、筋力、動きの制御および関節の安
定性が改善される。ヒトの患者における筋電図分
析では求心性収縮での作動筋の活性が増大してい
る。作動筋の活性が肢の動きを速くさせる。しかし
ながら、同じ求心性収縮でも、作動筋群の相互活性
の軽減が発生する。陸上での運動中には求心性筋
収縮は、蹄が地面に着地する準備である下肢部の
減速を助けるための拮抗筋群の活性を起こす。し
かしながら、水中での運動では抵抗が増すため下
肢部の減速には最小限の力でよい。膝関節に骨関
節症を患う患者は普通に大腿四頭筋の抑制と相応
するように拮抗筋群であるハムストリングスの活
性が増加する。ハムストリングス活性の増大は運
動中の膝関節安定化と関節への負荷の軽減を手助
けする正常な代償作用である。水中での治療に
よって足への抵抗が増すことが作動筋の活動を回
復させ拮抗筋との相互収縮を軽減させる。このこ
とが神経筋コントロール作用を増大し、筋肉の活
性を調整することになる。これらのメカニズムが
様々な筋骨格損傷のリハビリテーションにおいて
筋肉の機能的回復や運動そのもののコントロール
機能の回復への重要な要因となる。

Hydrostatic Pressure　水圧
　下肢部を水に浸すことで血管外にも同等に水圧
がかかり、静脈の血流が良化し、リンパ液の排出も
促進する。血液とリンパ液の循環が向上すること
で、浮腫や軟部組織の腫脹は軽減する。最後には関
節の可動域が拡大したり、疼痛が軽減したりする。
水圧を変化させることによって、皮膚表面の求心
性刺激と関節の力学的受容器の刺激を通して筋肉
の紡錘体活動が増すことで神経筋機能を向上させ
ることもできる。これらの特殊な受容体は関節の

安定を向上させたり過剰な負荷から関節を守った
りするための固有受容体および筋活動の修正因子
として作用する。関節受容体に影響を受ける反射
のメカニズムは関節が痛いことで筋肉が緊張し、
弛緩あるいは収縮することによるさらなるダメー
ジから損傷した関節を守る。関節の力学的受容器
は、関節に負荷がかかっている間の関節包の物理
学的な変形や関節内圧の変化にも影響する。関節
の滲出や滑膜炎による関節内圧の増加が脊髄前柱
に存在する1b介在ニューロンの求心性刺激反射
を引き起こし、結果として関節を動かしている筋
肉を抑制することになる。関節内圧の増加で誘導
される関節物理的刺激受容体の求心性刺激は、肢
が水へ沈む時は水圧の効果で低下する。脊髄1b介
在ニューロン抑制が低下することで、筋肉の活性
や緊張を増加させるα運動ニューロンの活性を増
大することとなる。軟部組織の腫脹や関節の滲出
が減少することで関節物理的刺激受容体からのシ
ナプス情報がさらに改善し、最適な関節の動きや
アスリートとしての動きのための神経筋支配が回
復するかもしれない。

Temperature　水温
　水の熱力学的性質から、温度によって治療効果
が著しく異なってくる。

Cryotherapy　寒冷（冷凍）療法
　寒冷療法は、ウマでは軟部組織の急性炎症、疼痛
および腫脹を軽減させる目的で広く用いられてい
る。水冷療法で最も治療効果が上がるのは組織の
温度が15℃から10℃に下がる時である。寒冷療法
の応用で末梢血管収縮や軟部組織の灌流の減少
（80%まで）を示す。そのことで損傷している部位
で浮腫や腫脹を軽減することができる。末梢への
循環血流量が減少することで組織の代謝も軽減
し、神経伝達速度の減速により鎮痛効果が得られ
る。局所的なメカニズムには炎症メディエイター
放出の減少、酵素活性低下の抑制、細胞の酸素要求
量の減少および二次的低酸素症の減少を通してお
こる組織代謝の軽減が含まれている。局所の循環
と脂肪組織の厚さにもよるが、寒冷療法は1-4㎝の
深さまで有効である。ヒトでは15-20分間の寒冷

療法で1-2時間の鎮痛効果があることが報告され
ている。ウマではリポ多糖誘発性滑膜炎に対する
寒冷療法の報告のみであり、その報告では1日2回
2時間の寒冷療法では炎症がコントロールできな
かったと結論付けていた。しかし、30分間氷水に
肢を浸すことは下肢部の冷却パックよりも下肢部
の表面および皮下組織を治療に最適な温度に冷却
できる。冷却パックで30分間下肢部を冷却しても
治療に適した温度にまでは下がらない。冷却水が
継続して循環するブーツを前肢の下肢部に1時間
装着することで浅指屈腱の中心は10℃まで下が
る。同様にドライタイプのものも下肢部を氷水に
浸すことと同じ効果が得られ、蹄の表面温度が8
時間の間10℃以下であった。ヒトとイヌでは循環
する寒冷療法と断続的な圧力によって、整形外科
手術後の疼痛、腫脹および跛行の著しい軽減と関
節の可動域の増加が認められる。最近の結果では
氷水に浸すことに比べ循環する寒冷療法装置によ
る冷却効果はより高く、臨床的な装置は効果や安
全性が高い。さらにin vitroの研究で1時間10℃の
寒冷療法を受けた腱細胞の生存能力が37℃での
他の細胞の生存能力と著しく異なることはないこ
とが示されている。ウマの寒冷療法の研究は主に
下肢部の冷却と蹄葉炎に伴う炎症反応にフォーカ
スが当てられている。ウマの様々な筋骨格器系損
傷に対する寒冷療法の効果は完全には解明されて
いない。寒冷療法を使用していくには、さらなる研
究によってエビデンスに基づくガイドラインが作
成されることが求められている。それには、寒冷療
法の期間、頻度、温度および寒冷療法装置の安全性
が必要である。

Thermotherapy　温熱療法
　温熱療法は、ヒトでは炎症の急性期に時折用い
られ、40℃～45℃の範囲が最適とされている。
36℃の温水に浸すことで血管拡張が起こり、末梢
の血管抵抗が下がり組織灌流が増加する。軟部組
織灌流の増加が局所の炎症や疼痛に関与している
炎症メディエイターの放出を促進しているのかも
しれない。また、水中運動時の水温は、局所的熱受
容体の働きや内因性オピオイドの放出促進によっ
て疼痛刺激の感受性にも作用しているのかもしれ

ない。15分間暖かい温泉（38℃～40℃）に入って
いる馬は副交感神経優位になる。それは、温泉に入
ることによりリラックス効果が得られ、疼痛や筋
硬結を和らげ治癒促進の手助けになることを示し
ている。ヒトでは温水での運動は疼痛緩和および
関節可動域の増加の効果があることが知られてい
る。現在までにウマにおける温水を使用した筋骨
格疾患に対する効果を示した報告はない。しかし
ながら、血管や組織代謝の冷水および温水による
多様な生理学的反応が、筋骨格損傷の様々なス
テージに対して有効なツールになりうる。

Osmolality　重量オスモル濃度
　高濃度の水での運動は抗炎症、浸透圧および鎮
痛作用があることが報告されている。ヒトではミ
ネラルウォーターで2週間毎日運動すると大腿脛
骨関節の変形性関節症の中央面において自動的に
疼痛刺激の閾値が上がる（すなわち疼痛が軽減す
る）ことが報告されている。同様に結合組織炎の患
者が硫黄水の中で3ヶ月間運動したら疼痛スコア
が著しく改善したとも報告されている。ウマでは
下肢部の損傷をしたウマが高張液（20g/リットル
塩化ナトリウム、30g/リットル硫酸マグネシウ
ム）の冷水（5℃～9℃）に下肢部を10分間、1週間に
3日を4週間浸すと臨床症状とエコー検査で屈腱
炎と繋靭帯炎が良化したという報告がある。軟部
組織の腫脹の軽減も高張液冷水療法の開始8日間
以内に認められた。ウマではエコー検査でモニタ
リングされた腱炎と靭帯炎に4週間の高張液冷水
医療法をすると腱周囲と靭帯周囲の浮腫の軽減、
炎症反応の緩和およびコラーゲン配列の改善を認
めた。ミネラル成分を加えることで浸透性効果が
大きくなり、軟部組織の炎症と腫脹が軽減し、疼痛
が緩和し、最後には関節の可動域が改善する。この
ような浸透性効果は筋骨格損傷のウマの軟部組織
を管理するときに重要なファクターとなる。

EFFICACY OF HYDROTHERAPY　水治療法の効
果
　水治療法はリハビリ計画の中で広く使用されて
いるが、その効果についての調査は少なく、ウマに
関する報告は主に水中運動中の生理学的反応に集

中している。水泳調教のプログラムは心機能を向
上させ、筋骨格損傷（腱炎など）を減らし、有酸素能
力を反映している酸化能の高い速筋線維を増加さ
せる。筋電図を用いた測定では、地上の常歩運動と
比較して、水泳運動中では前肢帯筋の活性化が増
加している。さらに最近では、水中での常歩運動は
様々な水深により歩様パラメーターが変化するこ
とが示されている。尺骨までの水深に調整した水
中トレッドミルでは、繫までの水位と比較してス
トライドが伸び、完歩数が減少した。同様の研究で
は、水位が遠位肢関節の可動域に与える影響を評
価した。様々な水深は（1cm程度から膝関節の高さ
まで）、球節、腕節、飛節の関節可動域に明らかに影
響を与えた。この研究の結果は、様々な水位は特定
の関節可動域の増加を促進することを示してい
て、特定の関節をターゲットとした治療プロト
コールの作成が可能となることを示している。水
位の変化は、胸腰部の側曲や、骨盤の屈曲や軸回転
にも影響を与える。水位を蹄から肘まで増加させ
るにつれて、骨盤の屈曲と軸回転は増加し、胸腰部
領域の側曲は減少する。コロラド州立大学の馬整
形外科センターでは、実験的に誘発された腕節炎
の進行を減少させるためのウォータートレッドミ
ル運動の有効性を評価する研究が行われた。この
研究は、変形性関節症に伴う病理学的特徴および、
水治療法と関連する潜在的効果、臨床的効果、疾患
を緩和する効果の客観的評価を示した。ウォー
タートレッドミル運動では、完全な腕節の可動域
を回復させるので、受動的な腕節屈曲域のベース
ラインを再構築することができる。さらに、ウォー
タートレッドミルで運動したウマは、前肢体筋の
軸方向の負荷を均等に分散させ、筋肉の動きを左
右対称にし、様々な姿勢における静的バランス制
御の明らかな改善を示す。水治療法群における変
形性関節症の臨床症状の改善は、組織学的レベル
での疾患を緩和する効果のエビデンスによってさ
らに支持された。ウォータートレッドミル運動は
関節包の線維化を減少させ、滑膜における炎症性
浸潤の程度を減少させた。この研究の結果は、変形
性関節症に伴う病理学的特徴および、ウォーター
トレッドミル運動における潜在的効果、臨床的効
果、疾患を緩和する効果の客観的評価を示してお

り、これは馬の水治療法を支持する上で、基礎とな
るものである。しかし、今後はより頻繁に治療され
る筋骨格系損傷に対する水治療法の正確な効果と
方法の開発に焦点を当てた追加の研究が必要であ
る。

HYDROTHERAPY VARIABLES　水治療法の種類
　ウマの水治療法では、ウォータートレッドミル
（地上型あるいは埋め込み型）、スイミングプール
（円形あるいは直線型）、アクアウォーカー（ウォー
ターウォーキングマシン）、温泉、ジャグジーを主
に使用する。埋め込み型のウォータートレッドミ
ルは、設計上多くの水量を保持する能力を有して
いるため、地上型のウォータートレッドミルと比
較してより多くの浮力を得ることができる。地上
型のウォータートレッドミル装置は、関節の可動
性を回復させるために設計されたリハビリテー
ションプロトコールを考慮して、患者ごとに水深
を変化させることができる。両方のトレッドミル
装置には、さらなる水の乱流を作り出す水圧
ジェットを設置することが可能であり、水が筋肉
への負荷と頻度を増強させることを通じて、四肢
の動きの抵抗を増加させる。加えてウォータート
レッドミル装置は、トレッドミルの速度、水温、溶
質の濃度を変化させることができる。馬はウォー
タートレッドミルに慣れて運動するようになるに
は、3～5日の期間が必要となることがある。
　アクアウォーカーは、一定の水深を含む円形の
プール内に取り付けられた機械式歩行器である。
アクアウォーカーの直径は一度に運動できるウマ
を決定しており、多くの装置では同時に6～8頭の
ウマを運動させることができる。ウマは完全に浮
いておらず、各ウマに個々の“空間”を作成する仕
切りによって互いに隔てられている。水の深さは
設計により決定されていて、いくつかの装置では
水は球節よりも高く保たれていないのに対し、他
のものでは膝関節と同じ水深のものもある。装置
の速度も制御されているが、ウォータートレッド
ミルとは異なり、ウマは装置に設定された一定の
速度で歩かないこともある。一定の速度で歩かな
いウマには仕切りが後ろから近づくが、結局は急
加速と減速を繰り返すだけである。ウォータート

レッドミルと同様に、アクアウォーカーも水温と
溶質濃度を変えることができる。
　プール調教は通常、進入および退出を容易にす
るように傾斜がついた直線あるいは円形のプール
で行われる。ウマのプールでは、水泳中に扱う人が
ウマの頭の両脇に立って一緒に歩くことができる
ように設計されるべきである。完全な浮力を確保
するために水深は12フィート（約360cm）以上の
深さにする必要がある。直線型のプールでは、ウマ
が出口から入口に歩いて戻る間に回復することが
できるので、心肺へのストレスを減らすことがで
きる。反対に、円形型プールでの連続水泳運動は、
運動が終了するまで心肺を回復することができな
い。ウマはもともと泳ぐことは上手ではなく、推進
のためには主に後肢を使用し、しばしばバランス
を維持するために前肢を使用する。後肢の推進力
には爆発的な力があるため、股関節、膝関節、飛節
を通じて極端な運動範囲をもたらすことがある。
さらに水への進入時には、ウマによって頚部、胸腰
部、骨盤の過伸展をもたらす姿勢をとる。著者の意
見では、胸腰部、仙腸関節、股関節、膝関節、飛節の
疾患を患うウマに対する水泳調教には注意が必要
である。

PRECAUTIONS　注意
　呼吸器疾患を伴うウマのプール調教は、静水圧
の増加が肺の容量に影響を及ぼし、十分な換気が
できないため避けるべきである。ウマが以下のい
ずれかの状態にある場合、水治療法は避けるべき
である。
・治癒していない手術切開創
・開放創、感染創、排液性創傷
・骨盤周囲による跛行
・胸腰部の痛みや損傷
・急性の関節炎
・急性の筋炎
・高体温
・臆病な性格やパニック状態
・心血管系の傷害

TREATMENT PROTOCOL CONSIDERATIONS　
治療計画を立てるに当たっての注意点

　水を使ったリハビリを進める場合、損傷部の正
確な診断とともに、最終的にどの程度の運動機能
回復を目指すのかを考慮し、個々の患者のニーズ
に合った計画を立てるべきである。損傷の程度や
健康状態だけでなく、ウマの気性や水に接したと
きの反応、過去に水を使ったリハビリの経験があ
るかが治療を進めていく上で重要となってくる。
水治療法を進める上で、考慮すべき３つの事項が
ある。実施するリハビリの（１）強度（２）時間（３）
実施する頻度である。ウォータートレッドミルで
の運動強度は水の深さ、水流、歩くスピードで決ま
る。プール調教では、多くのウマは各自のペースで
泳ぐため、運動強度を調節するのは難しい。しか
し、直線のプールでは流れに逆らって泳ぐことに
よって、より高い運動強度となる。リハビリを始め
る際の運動強度は、そのウマの損傷の程度やボ
ディーコンディション、損傷前後の運動量、現在の
運動量、筋肉の衰えの程度によって決まる。ウォー
タートレッドミルを始めた週は、5分程度の運動
からはじめるべきとされている。1週間に5分ずつ
時間を延ばしていき、最終的には20分を目標にす
る。同じようにプール調教は1～2周（5～8分程度）
から始め、（円形のプールを使用して）合計9～12
周を目標とする。頻度に関しては、ウマのリハビリ
に対する反応をみながら行う。一般的に過負荷に
ならず、負荷に損傷部位が適応し、強化されてく状
態ならば、より強い調教をすればするほど、より早
い機能回復ができることになる。ウォータート
レッドミルは日常的に利用することができ、1週
間に5日行われている。プール調教は週3日程度の
調教から15分週3日と5分週2日を組み合わせた程
度の調教が行われている。重要なことは、リハビリ
を進めていく際には、一度に１つの項目のみを変
えるべきとされている。もし同時に強度と頻度を
延ばしたら、調教量が多くなりすぎてしまう。

MONITORING PROCEDURES　モニタリング
　心拍数が戻る時間をモニターすることはリハビ
リテーションプログラムを進めていいかどうかを
判断する材料となる。運動強度を決めるために、運
動開始前、運動中、運動直後に心拍数および心拍数
が戻る時間を測定すると良い。水治療法中は心拍
数が200bpmを超えるべきではなく、10分以内に
は60bpmに戻るべきである。もしそれ以上になる
ことがあれば、調教強度増やすべきではない。
　損傷部位の悪化を定量的に評価することは治療
の効果をモニタリングする上で重要である。エビ
デンスに基づき、治療効果をモニタリングするた
めに有用で、信頼性があり、鋭敏な診断ツールの使
用が必要となる。触診痛や関節可動域角度の測定、
脚周囲の測定は有用で、痛みや関節の動き、腫れや
筋肉量の客観的な指標であり、これらは関節疾患
に対する物理療法の効果を評価するためによく使
われる。水治療法を行う前に、患肢の触診および歩
様のチェックするべきであり、もし可能なら、定期
的に超音波検査をするべきである。

SUMMARY　概要
　水治療法はいくつかの異なった運動メカニズム
が合体したものであり、それらのすべてはウマの
筋骨格疾患に対して有効である。現在のヒトおよ
び動物の文献では筋骨格疾患に対して有効とされ
ており、たとえば疼痛の軽減、関節可動域の拡大な
どが期待できる。水治療法の臨床試験は適切な運
動量（水量、期間、スピード）やリハビリ過程に起こ
る軟部組織の腫脹や関節の安定性の変化、そして
適応もしくは不適応性の歩様変化に関わる運動制
御パターンを知る上で必要不可欠である。水治療
法の多彩な物理特性が個々のウマの筋骨格疾患に
効果的である。
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KEY POINT
・水中での運動は、筋骨格損傷の管理には効果的な
治療オプションである。
・水治療法（Hydrotherapy）は、関節可動域の拡大、
筋収縮機能の向上、姿勢の改善および炎症の軽減
に対して効果的な方法である。
・様々な形態をとる水治療法は、損傷した肢の全体
的な機能改善および更なる損傷の予防が目標で
ある。ウマの筋骨格損傷のリハビリテーションで
は頻繁に使用される。

INTORODUCTION
　ヒトでは、水中のリハビリテーションは効果的
であると長い間認識されていた。水治療法は、ヒト

では筋骨格損傷の管理や、損傷した足をかばうこ
とで歩き方が乱れることを軽減したり、抑えたり
するために、治療オプションとして、普通に使用さ
れている。水中での運動は、関節可動域の拡大、正
常な運動パターンの向上、筋活動の向上および主
要な関節の異常による二次的な筋骨格損傷発症の
軽減といった効果が認められる方法である。手足
の先端に骨関節炎を患っているヒトでは、水中の
運動によって、先端部負荷パラメーターの軽減、関
節可動域の改善およびアンバランスさの改善が認
められる。水中での運動による筋力および筋機能
の向上は固有受容体（関節の位置、変化を感じるこ
と）不足、弱い運動神経および成人の骨関節炎に典
型的な異常歩様をも改善させる。

PROPOSED MECHANISMS OF ACTION　提案さ
れている運動のメカニズム
　ウォータートレッドミルやプールといった水治
療法は肢の関節へのストレス軽減、関節可動域の
改善、疼痛や炎症の軽減、筋力や筋肉の反応および
心機能の向上が報告されてきた。水は性質上、温度
や重量オスモル濃度（１キログラムの液体に含ま
れる粒子数を表し浸透圧を表す尺度）の変化に
よって、浮力、水圧および粘性が増加するメカニズ
ムをもっており、個々の筋骨格器に対するリハビ
リテーションで重要となる要素を組み合わせるこ
とができる。水中での運動は抵抗が増え、浮力が加
わることで関節の安定性が増し、筋肉と関節への
体重による負担が減る。下肢部には水深に比例し
て増加する水圧がかかる。血管外の水圧が増加す
ることで循環が促進し浮腫が軽減する。水治療法
は、水温の影響で疼痛も軽減することもできる。温
水があれば、血管拡張、循環向上および筋痙攣の軽
減が起こり、冷水では血流の軽減による炎症緩和
および炎症メディエイター蓄積の軽減が起こる。
水が高張液であれば、浸透圧により浮腫および疼
痛の軽減が可能である。水治療法は多種多様な治
療方法であり、筋骨格系を損傷した馬がフルパ
フォーマンスへ機能回復するために必要な体覚的
および動的な抵抗を生み出すので、効果的な方法
であると考えられている。

Buoyancy　浮力
　水治療法は、浮力が地面からの垂直な反発力を
最小限にすることで関節への軸性負荷を軽減させ
る持ち上げる力として定義づけされていることが
背景としてある。ヒトでは水中での垂直方向の荷
重の力は歩いている間は軽減して、軽減する荷重
の力は水深に反比例する。ゆっくりのペースで歩
いているヒトにおいては胸までの水深があれば
75%軽減され骨盤までの水深では25%の軽減にと
どまる。ウマでは寛結節までの推進であれば75%
軽減され、肘までの水深では10-15%しか軽減され
ない。浮力が増加することで関節と周囲の軟部組
織への負荷が軽減され運動中の荷重による疼痛や
炎症も軽減される。ヒトの水中での運動科学的解
析では、浮力の増加が関節の可動域を改善させる

とも言われている。足の先端に骨関節炎を患う患
者では、陸上での運動に比べて水中ではより足を
屈曲している。水治療法は、筋骨格損傷馬の管理に
直接関係する運動的および運動学的効果を生み出
すことができる。

Viscosity　粘着度
　水の粘度（水が流れるときの抵抗）は、空気の約
12倍である。そのため、水中で動くことが筋肉の
動きを活性化し、筋力、動きの制御および関節の安
定性が改善される。ヒトの患者における筋電図分
析では求心性収縮での作動筋の活性が増大してい
る。作動筋の活性が肢の動きを速くさせる。しかし
ながら、同じ求心性収縮でも、作動筋群の相互活性
の軽減が発生する。陸上での運動中には求心性筋
収縮は、蹄が地面に着地する準備である下肢部の
減速を助けるための拮抗筋群の活性を起こす。し
かしながら、水中での運動では抵抗が増すため下
肢部の減速には最小限の力でよい。膝関節に骨関
節症を患う患者は普通に大腿四頭筋の抑制と相応
するように拮抗筋群であるハムストリングスの活
性が増加する。ハムストリングス活性の増大は運
動中の膝関節安定化と関節への負荷の軽減を手助
けする正常な代償作用である。水中での治療に
よって足への抵抗が増すことが作動筋の活動を回
復させ拮抗筋との相互収縮を軽減させる。このこ
とが神経筋コントロール作用を増大し、筋肉の活
性を調整することになる。これらのメカニズムが
様々な筋骨格損傷のリハビリテーションにおいて
筋肉の機能的回復や運動そのもののコントロール
機能の回復への重要な要因となる。

Hydrostatic Pressure　水圧
　下肢部を水に浸すことで血管外にも同等に水圧
がかかり、静脈の血流が良化し、リンパ液の排出も
促進する。血液とリンパ液の循環が向上すること
で、浮腫や軟部組織の腫脹は軽減する。最後には関
節の可動域が拡大したり、疼痛が軽減したりする。
水圧を変化させることによって、皮膚表面の求心
性刺激と関節の力学的受容器の刺激を通して筋肉
の紡錘体活動が増すことで神経筋機能を向上させ
ることもできる。これらの特殊な受容体は関節の

安定を向上させたり過剰な負荷から関節を守った
りするための固有受容体および筋活動の修正因子
として作用する。関節受容体に影響を受ける反射
のメカニズムは関節が痛いことで筋肉が緊張し、
弛緩あるいは収縮することによるさらなるダメー
ジから損傷した関節を守る。関節の力学的受容器
は、関節に負荷がかかっている間の関節包の物理
学的な変形や関節内圧の変化にも影響する。関節
の滲出や滑膜炎による関節内圧の増加が脊髄前柱
に存在する1b介在ニューロンの求心性刺激反射
を引き起こし、結果として関節を動かしている筋
肉を抑制することになる。関節内圧の増加で誘導
される関節物理的刺激受容体の求心性刺激は、肢
が水へ沈む時は水圧の効果で低下する。脊髄1b介
在ニューロン抑制が低下することで、筋肉の活性
や緊張を増加させるα運動ニューロンの活性を増
大することとなる。軟部組織の腫脹や関節の滲出
が減少することで関節物理的刺激受容体からのシ
ナプス情報がさらに改善し、最適な関節の動きや
アスリートとしての動きのための神経筋支配が回
復するかもしれない。

Temperature　水温
　水の熱力学的性質から、温度によって治療効果
が著しく異なってくる。

Cryotherapy　寒冷（冷凍）療法
　寒冷療法は、ウマでは軟部組織の急性炎症、疼痛
および腫脹を軽減させる目的で広く用いられてい
る。水冷療法で最も治療効果が上がるのは組織の
温度が15℃から10℃に下がる時である。寒冷療法
の応用で末梢血管収縮や軟部組織の灌流の減少
（80%まで）を示す。そのことで損傷している部位
で浮腫や腫脹を軽減することができる。末梢への
循環血流量が減少することで組織の代謝も軽減
し、神経伝達速度の減速により鎮痛効果が得られ
る。局所的なメカニズムには炎症メディエイター
放出の減少、酵素活性低下の抑制、細胞の酸素要求
量の減少および二次的低酸素症の減少を通してお
こる組織代謝の軽減が含まれている。局所の循環
と脂肪組織の厚さにもよるが、寒冷療法は1-4㎝の
深さまで有効である。ヒトでは15-20分間の寒冷

療法で1-2時間の鎮痛効果があることが報告され
ている。ウマではリポ多糖誘発性滑膜炎に対する
寒冷療法の報告のみであり、その報告では1日2回
2時間の寒冷療法では炎症がコントロールできな
かったと結論付けていた。しかし、30分間氷水に
肢を浸すことは下肢部の冷却パックよりも下肢部
の表面および皮下組織を治療に最適な温度に冷却
できる。冷却パックで30分間下肢部を冷却しても
治療に適した温度にまでは下がらない。冷却水が
継続して循環するブーツを前肢の下肢部に1時間
装着することで浅指屈腱の中心は10℃まで下が
る。同様にドライタイプのものも下肢部を氷水に
浸すことと同じ効果が得られ、蹄の表面温度が8
時間の間10℃以下であった。ヒトとイヌでは循環
する寒冷療法と断続的な圧力によって、整形外科
手術後の疼痛、腫脹および跛行の著しい軽減と関
節の可動域の増加が認められる。最近の結果では
氷水に浸すことに比べ循環する寒冷療法装置によ
る冷却効果はより高く、臨床的な装置は効果や安
全性が高い。さらにin vitroの研究で1時間10℃の
寒冷療法を受けた腱細胞の生存能力が37℃での
他の細胞の生存能力と著しく異なることはないこ
とが示されている。ウマの寒冷療法の研究は主に
下肢部の冷却と蹄葉炎に伴う炎症反応にフォーカ
スが当てられている。ウマの様々な筋骨格器系損
傷に対する寒冷療法の効果は完全には解明されて
いない。寒冷療法を使用していくには、さらなる研
究によってエビデンスに基づくガイドラインが作
成されることが求められている。それには、寒冷療
法の期間、頻度、温度および寒冷療法装置の安全性
が必要である。

Thermotherapy　温熱療法
　温熱療法は、ヒトでは炎症の急性期に時折用い
られ、40℃～45℃の範囲が最適とされている。
36℃の温水に浸すことで血管拡張が起こり、末梢
の血管抵抗が下がり組織灌流が増加する。軟部組
織灌流の増加が局所の炎症や疼痛に関与している
炎症メディエイターの放出を促進しているのかも
しれない。また、水中運動時の水温は、局所的熱受
容体の働きや内因性オピオイドの放出促進によっ
て疼痛刺激の感受性にも作用しているのかもしれ

ない。15分間暖かい温泉（38℃～40℃）に入って
いる馬は副交感神経優位になる。それは、温泉に入
ることによりリラックス効果が得られ、疼痛や筋
硬結を和らげ治癒促進の手助けになることを示し
ている。ヒトでは温水での運動は疼痛緩和および
関節可動域の増加の効果があることが知られてい
る。現在までにウマにおける温水を使用した筋骨
格疾患に対する効果を示した報告はない。しかし
ながら、血管や組織代謝の冷水および温水による
多様な生理学的反応が、筋骨格損傷の様々なス
テージに対して有効なツールになりうる。

Osmolality　重量オスモル濃度
　高濃度の水での運動は抗炎症、浸透圧および鎮
痛作用があることが報告されている。ヒトではミ
ネラルウォーターで2週間毎日運動すると大腿脛
骨関節の変形性関節症の中央面において自動的に
疼痛刺激の閾値が上がる（すなわち疼痛が軽減す
る）ことが報告されている。同様に結合組織炎の患
者が硫黄水の中で3ヶ月間運動したら疼痛スコア
が著しく改善したとも報告されている。ウマでは
下肢部の損傷をしたウマが高張液（20g/リットル
塩化ナトリウム、30g/リットル硫酸マグネシウ
ム）の冷水（5℃～9℃）に下肢部を10分間、1週間に
3日を4週間浸すと臨床症状とエコー検査で屈腱
炎と繋靭帯炎が良化したという報告がある。軟部
組織の腫脹の軽減も高張液冷水療法の開始8日間
以内に認められた。ウマではエコー検査でモニタ
リングされた腱炎と靭帯炎に4週間の高張液冷水
医療法をすると腱周囲と靭帯周囲の浮腫の軽減、
炎症反応の緩和およびコラーゲン配列の改善を認
めた。ミネラル成分を加えることで浸透性効果が
大きくなり、軟部組織の炎症と腫脹が軽減し、疼痛
が緩和し、最後には関節の可動域が改善する。この
ような浸透性効果は筋骨格損傷のウマの軟部組織
を管理するときに重要なファクターとなる。

EFFICACY OF HYDROTHERAPY　水治療法の効
果
　水治療法はリハビリ計画の中で広く使用されて
いるが、その効果についての調査は少なく、ウマに
関する報告は主に水中運動中の生理学的反応に集

中している。水泳調教のプログラムは心機能を向
上させ、筋骨格損傷（腱炎など）を減らし、有酸素能
力を反映している酸化能の高い速筋線維を増加さ
せる。筋電図を用いた測定では、地上の常歩運動と
比較して、水泳運動中では前肢帯筋の活性化が増
加している。さらに最近では、水中での常歩運動は
様々な水深により歩様パラメーターが変化するこ
とが示されている。尺骨までの水深に調整した水
中トレッドミルでは、繫までの水位と比較してス
トライドが伸び、完歩数が減少した。同様の研究で
は、水位が遠位肢関節の可動域に与える影響を評
価した。様々な水深は（1cm程度から膝関節の高さ
まで）、球節、腕節、飛節の関節可動域に明らかに影
響を与えた。この研究の結果は、様々な水位は特定
の関節可動域の増加を促進することを示してい
て、特定の関節をターゲットとした治療プロト
コールの作成が可能となることを示している。水
位の変化は、胸腰部の側曲や、骨盤の屈曲や軸回転
にも影響を与える。水位を蹄から肘まで増加させ
るにつれて、骨盤の屈曲と軸回転は増加し、胸腰部
領域の側曲は減少する。コロラド州立大学の馬整
形外科センターでは、実験的に誘発された腕節炎
の進行を減少させるためのウォータートレッドミ
ル運動の有効性を評価する研究が行われた。この
研究は、変形性関節症に伴う病理学的特徴および、
水治療法と関連する潜在的効果、臨床的効果、疾患
を緩和する効果の客観的評価を示した。ウォー
タートレッドミル運動では、完全な腕節の可動域
を回復させるので、受動的な腕節屈曲域のベース
ラインを再構築することができる。さらに、ウォー
タートレッドミルで運動したウマは、前肢体筋の
軸方向の負荷を均等に分散させ、筋肉の動きを左
右対称にし、様々な姿勢における静的バランス制
御の明らかな改善を示す。水治療法群における変
形性関節症の臨床症状の改善は、組織学的レベル
での疾患を緩和する効果のエビデンスによってさ
らに支持された。ウォータートレッドミル運動は
関節包の線維化を減少させ、滑膜における炎症性
浸潤の程度を減少させた。この研究の結果は、変形
性関節症に伴う病理学的特徴および、ウォーター
トレッドミル運動における潜在的効果、臨床的効
果、疾患を緩和する効果の客観的評価を示してお

り、これは馬の水治療法を支持する上で、基礎とな
るものである。しかし、今後はより頻繁に治療され
る筋骨格系損傷に対する水治療法の正確な効果と
方法の開発に焦点を当てた追加の研究が必要であ
る。

HYDROTHERAPY VARIABLES　水治療法の種類
　ウマの水治療法では、ウォータートレッドミル
（地上型あるいは埋め込み型）、スイミングプール
（円形あるいは直線型）、アクアウォーカー（ウォー
ターウォーキングマシン）、温泉、ジャグジーを主
に使用する。埋め込み型のウォータートレッドミ
ルは、設計上多くの水量を保持する能力を有して
いるため、地上型のウォータートレッドミルと比
較してより多くの浮力を得ることができる。地上
型のウォータートレッドミル装置は、関節の可動
性を回復させるために設計されたリハビリテー
ションプロトコールを考慮して、患者ごとに水深
を変化させることができる。両方のトレッドミル
装置には、さらなる水の乱流を作り出す水圧
ジェットを設置することが可能であり、水が筋肉
への負荷と頻度を増強させることを通じて、四肢
の動きの抵抗を増加させる。加えてウォータート
レッドミル装置は、トレッドミルの速度、水温、溶
質の濃度を変化させることができる。馬はウォー
タートレッドミルに慣れて運動するようになるに
は、3～5日の期間が必要となることがある。
　アクアウォーカーは、一定の水深を含む円形の
プール内に取り付けられた機械式歩行器である。
アクアウォーカーの直径は一度に運動できるウマ
を決定しており、多くの装置では同時に6～8頭の
ウマを運動させることができる。ウマは完全に浮
いておらず、各ウマに個々の“空間”を作成する仕
切りによって互いに隔てられている。水の深さは
設計により決定されていて、いくつかの装置では
水は球節よりも高く保たれていないのに対し、他
のものでは膝関節と同じ水深のものもある。装置
の速度も制御されているが、ウォータートレッド
ミルとは異なり、ウマは装置に設定された一定の
速度で歩かないこともある。一定の速度で歩かな
いウマには仕切りが後ろから近づくが、結局は急
加速と減速を繰り返すだけである。ウォータート

レッドミルと同様に、アクアウォーカーも水温と
溶質濃度を変えることができる。
　プール調教は通常、進入および退出を容易にす
るように傾斜がついた直線あるいは円形のプール
で行われる。ウマのプールでは、水泳中に扱う人が
ウマの頭の両脇に立って一緒に歩くことができる
ように設計されるべきである。完全な浮力を確保
するために水深は12フィート（約360cm）以上の
深さにする必要がある。直線型のプールでは、ウマ
が出口から入口に歩いて戻る間に回復することが
できるので、心肺へのストレスを減らすことがで
きる。反対に、円形型プールでの連続水泳運動は、
運動が終了するまで心肺を回復することができな
い。ウマはもともと泳ぐことは上手ではなく、推進
のためには主に後肢を使用し、しばしばバランス
を維持するために前肢を使用する。後肢の推進力
には爆発的な力があるため、股関節、膝関節、飛節
を通じて極端な運動範囲をもたらすことがある。
さらに水への進入時には、ウマによって頚部、胸腰
部、骨盤の過伸展をもたらす姿勢をとる。著者の意
見では、胸腰部、仙腸関節、股関節、膝関節、飛節の
疾患を患うウマに対する水泳調教には注意が必要
である。

PRECAUTIONS　注意
　呼吸器疾患を伴うウマのプール調教は、静水圧
の増加が肺の容量に影響を及ぼし、十分な換気が
できないため避けるべきである。ウマが以下のい
ずれかの状態にある場合、水治療法は避けるべき
である。
・治癒していない手術切開創
・開放創、感染創、排液性創傷
・骨盤周囲による跛行
・胸腰部の痛みや損傷
・急性の関節炎
・急性の筋炎
・高体温
・臆病な性格やパニック状態
・心血管系の傷害

TREATMENT PROTOCOL CONSIDERATIONS　
治療計画を立てるに当たっての注意点

　水を使ったリハビリを進める場合、損傷部の正
確な診断とともに、最終的にどの程度の運動機能
回復を目指すのかを考慮し、個々の患者のニーズ
に合った計画を立てるべきである。損傷の程度や
健康状態だけでなく、ウマの気性や水に接したと
きの反応、過去に水を使ったリハビリの経験があ
るかが治療を進めていく上で重要となってくる。
水治療法を進める上で、考慮すべき３つの事項が
ある。実施するリハビリの（１）強度（２）時間（３）
実施する頻度である。ウォータートレッドミルで
の運動強度は水の深さ、水流、歩くスピードで決ま
る。プール調教では、多くのウマは各自のペースで
泳ぐため、運動強度を調節するのは難しい。しか
し、直線のプールでは流れに逆らって泳ぐことに
よって、より高い運動強度となる。リハビリを始め
る際の運動強度は、そのウマの損傷の程度やボ
ディーコンディション、損傷前後の運動量、現在の
運動量、筋肉の衰えの程度によって決まる。ウォー
タートレッドミルを始めた週は、5分程度の運動
からはじめるべきとされている。1週間に5分ずつ
時間を延ばしていき、最終的には20分を目標にす
る。同じようにプール調教は1～2周（5～8分程度）
から始め、（円形のプールを使用して）合計9～12
周を目標とする。頻度に関しては、ウマのリハビリ
に対する反応をみながら行う。一般的に過負荷に
ならず、負荷に損傷部位が適応し、強化されてく状
態ならば、より強い調教をすればするほど、より早
い機能回復ができることになる。ウォータート
レッドミルは日常的に利用することができ、1週
間に5日行われている。プール調教は週3日程度の
調教から15分週3日と5分週2日を組み合わせた程
度の調教が行われている。重要なことは、リハビリ
を進めていく際には、一度に１つの項目のみを変
えるべきとされている。もし同時に強度と頻度を
延ばしたら、調教量が多くなりすぎてしまう。

MONITORING PROCEDURES　モニタリング
　心拍数が戻る時間をモニターすることはリハビ
リテーションプログラムを進めていいかどうかを
判断する材料となる。運動強度を決めるために、運
動開始前、運動中、運動直後に心拍数および心拍数
が戻る時間を測定すると良い。水治療法中は心拍
数が200bpmを超えるべきではなく、10分以内に
は60bpmに戻るべきである。もしそれ以上になる
ことがあれば、調教強度増やすべきではない。
　損傷部位の悪化を定量的に評価することは治療
の効果をモニタリングする上で重要である。エビ
デンスに基づき、治療効果をモニタリングするた
めに有用で、信頼性があり、鋭敏な診断ツールの使
用が必要となる。触診痛や関節可動域角度の測定、
脚周囲の測定は有用で、痛みや関節の動き、腫れや
筋肉量の客観的な指標であり、これらは関節疾患
に対する物理療法の効果を評価するためによく使
われる。水治療法を行う前に、患肢の触診および歩
様のチェックするべきであり、もし可能なら、定期
的に超音波検査をするべきである。

SUMMARY　概要
　水治療法はいくつかの異なった運動メカニズム
が合体したものであり、それらのすべてはウマの
筋骨格疾患に対して有効である。現在のヒトおよ
び動物の文献では筋骨格疾患に対して有効とされ
ており、たとえば疼痛の軽減、関節可動域の拡大な
どが期待できる。水治療法の臨床試験は適切な運
動量（水量、期間、スピード）やリハビリ過程に起こ
る軟部組織の腫脹や関節の安定性の変化、そして
適応もしくは不適応性の歩様変化に関わる運動制
御パターンを知る上で必要不可欠である。水治療
法の多彩な物理特性が個々のウマの筋骨格疾患に
効果的である。
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KEY POINT
・水中での運動は、筋骨格損傷の管理には効果的な
治療オプションである。
・水治療法（Hydrotherapy）は、関節可動域の拡大、
筋収縮機能の向上、姿勢の改善および炎症の軽減
に対して効果的な方法である。
・様々な形態をとる水治療法は、損傷した肢の全体
的な機能改善および更なる損傷の予防が目標で
ある。ウマの筋骨格損傷のリハビリテーションで
は頻繁に使用される。

INTORODUCTION
　ヒトでは、水中のリハビリテーションは効果的
であると長い間認識されていた。水治療法は、ヒト

では筋骨格損傷の管理や、損傷した足をかばうこ
とで歩き方が乱れることを軽減したり、抑えたり
するために、治療オプションとして、普通に使用さ
れている。水中での運動は、関節可動域の拡大、正
常な運動パターンの向上、筋活動の向上および主
要な関節の異常による二次的な筋骨格損傷発症の
軽減といった効果が認められる方法である。手足
の先端に骨関節炎を患っているヒトでは、水中の
運動によって、先端部負荷パラメーターの軽減、関
節可動域の改善およびアンバランスさの改善が認
められる。水中での運動による筋力および筋機能
の向上は固有受容体（関節の位置、変化を感じるこ
と）不足、弱い運動神経および成人の骨関節炎に典
型的な異常歩様をも改善させる。

PROPOSED MECHANISMS OF ACTION　提案さ
れている運動のメカニズム
　ウォータートレッドミルやプールといった水治
療法は肢の関節へのストレス軽減、関節可動域の
改善、疼痛や炎症の軽減、筋力や筋肉の反応および
心機能の向上が報告されてきた。水は性質上、温度
や重量オスモル濃度（１キログラムの液体に含ま
れる粒子数を表し浸透圧を表す尺度）の変化に
よって、浮力、水圧および粘性が増加するメカニズ
ムをもっており、個々の筋骨格器に対するリハビ
リテーションで重要となる要素を組み合わせるこ
とができる。水中での運動は抵抗が増え、浮力が加
わることで関節の安定性が増し、筋肉と関節への
体重による負担が減る。下肢部には水深に比例し
て増加する水圧がかかる。血管外の水圧が増加す
ることで循環が促進し浮腫が軽減する。水治療法
は、水温の影響で疼痛も軽減することもできる。温
水があれば、血管拡張、循環向上および筋痙攣の軽
減が起こり、冷水では血流の軽減による炎症緩和
および炎症メディエイター蓄積の軽減が起こる。
水が高張液であれば、浸透圧により浮腫および疼
痛の軽減が可能である。水治療法は多種多様な治
療方法であり、筋骨格系を損傷した馬がフルパ
フォーマンスへ機能回復するために必要な体覚的
および動的な抵抗を生み出すので、効果的な方法
であると考えられている。

Buoyancy　浮力
　水治療法は、浮力が地面からの垂直な反発力を
最小限にすることで関節への軸性負荷を軽減させ
る持ち上げる力として定義づけされていることが
背景としてある。ヒトでは水中での垂直方向の荷
重の力は歩いている間は軽減して、軽減する荷重
の力は水深に反比例する。ゆっくりのペースで歩
いているヒトにおいては胸までの水深があれば
75%軽減され骨盤までの水深では25%の軽減にと
どまる。ウマでは寛結節までの推進であれば75%
軽減され、肘までの水深では10-15%しか軽減され
ない。浮力が増加することで関節と周囲の軟部組
織への負荷が軽減され運動中の荷重による疼痛や
炎症も軽減される。ヒトの水中での運動科学的解
析では、浮力の増加が関節の可動域を改善させる

とも言われている。足の先端に骨関節炎を患う患
者では、陸上での運動に比べて水中ではより足を
屈曲している。水治療法は、筋骨格損傷馬の管理に
直接関係する運動的および運動学的効果を生み出
すことができる。

Viscosity　粘着度
　水の粘度（水が流れるときの抵抗）は、空気の約
12倍である。そのため、水中で動くことが筋肉の
動きを活性化し、筋力、動きの制御および関節の安
定性が改善される。ヒトの患者における筋電図分
析では求心性収縮での作動筋の活性が増大してい
る。作動筋の活性が肢の動きを速くさせる。しかし
ながら、同じ求心性収縮でも、作動筋群の相互活性
の軽減が発生する。陸上での運動中には求心性筋
収縮は、蹄が地面に着地する準備である下肢部の
減速を助けるための拮抗筋群の活性を起こす。し
かしながら、水中での運動では抵抗が増すため下
肢部の減速には最小限の力でよい。膝関節に骨関
節症を患う患者は普通に大腿四頭筋の抑制と相応
するように拮抗筋群であるハムストリングスの活
性が増加する。ハムストリングス活性の増大は運
動中の膝関節安定化と関節への負荷の軽減を手助
けする正常な代償作用である。水中での治療に
よって足への抵抗が増すことが作動筋の活動を回
復させ拮抗筋との相互収縮を軽減させる。このこ
とが神経筋コントロール作用を増大し、筋肉の活
性を調整することになる。これらのメカニズムが
様々な筋骨格損傷のリハビリテーションにおいて
筋肉の機能的回復や運動そのもののコントロール
機能の回復への重要な要因となる。

Hydrostatic Pressure　水圧
　下肢部を水に浸すことで血管外にも同等に水圧
がかかり、静脈の血流が良化し、リンパ液の排出も
促進する。血液とリンパ液の循環が向上すること
で、浮腫や軟部組織の腫脹は軽減する。最後には関
節の可動域が拡大したり、疼痛が軽減したりする。
水圧を変化させることによって、皮膚表面の求心
性刺激と関節の力学的受容器の刺激を通して筋肉
の紡錘体活動が増すことで神経筋機能を向上させ
ることもできる。これらの特殊な受容体は関節の

安定を向上させたり過剰な負荷から関節を守った
りするための固有受容体および筋活動の修正因子
として作用する。関節受容体に影響を受ける反射
のメカニズムは関節が痛いことで筋肉が緊張し、
弛緩あるいは収縮することによるさらなるダメー
ジから損傷した関節を守る。関節の力学的受容器
は、関節に負荷がかかっている間の関節包の物理
学的な変形や関節内圧の変化にも影響する。関節
の滲出や滑膜炎による関節内圧の増加が脊髄前柱
に存在する1b介在ニューロンの求心性刺激反射
を引き起こし、結果として関節を動かしている筋
肉を抑制することになる。関節内圧の増加で誘導
される関節物理的刺激受容体の求心性刺激は、肢
が水へ沈む時は水圧の効果で低下する。脊髄1b介
在ニューロン抑制が低下することで、筋肉の活性
や緊張を増加させるα運動ニューロンの活性を増
大することとなる。軟部組織の腫脹や関節の滲出
が減少することで関節物理的刺激受容体からのシ
ナプス情報がさらに改善し、最適な関節の動きや
アスリートとしての動きのための神経筋支配が回
復するかもしれない。

Temperature　水温
　水の熱力学的性質から、温度によって治療効果
が著しく異なってくる。

Cryotherapy　寒冷（冷凍）療法
　寒冷療法は、ウマでは軟部組織の急性炎症、疼痛
および腫脹を軽減させる目的で広く用いられてい
る。水冷療法で最も治療効果が上がるのは組織の
温度が15℃から10℃に下がる時である。寒冷療法
の応用で末梢血管収縮や軟部組織の灌流の減少
（80%まで）を示す。そのことで損傷している部位
で浮腫や腫脹を軽減することができる。末梢への
循環血流量が減少することで組織の代謝も軽減
し、神経伝達速度の減速により鎮痛効果が得られ
る。局所的なメカニズムには炎症メディエイター
放出の減少、酵素活性低下の抑制、細胞の酸素要求
量の減少および二次的低酸素症の減少を通してお
こる組織代謝の軽減が含まれている。局所の循環
と脂肪組織の厚さにもよるが、寒冷療法は1-4㎝の
深さまで有効である。ヒトでは15-20分間の寒冷

療法で1-2時間の鎮痛効果があることが報告され
ている。ウマではリポ多糖誘発性滑膜炎に対する
寒冷療法の報告のみであり、その報告では1日2回
2時間の寒冷療法では炎症がコントロールできな
かったと結論付けていた。しかし、30分間氷水に
肢を浸すことは下肢部の冷却パックよりも下肢部
の表面および皮下組織を治療に最適な温度に冷却
できる。冷却パックで30分間下肢部を冷却しても
治療に適した温度にまでは下がらない。冷却水が
継続して循環するブーツを前肢の下肢部に1時間
装着することで浅指屈腱の中心は10℃まで下が
る。同様にドライタイプのものも下肢部を氷水に
浸すことと同じ効果が得られ、蹄の表面温度が8
時間の間10℃以下であった。ヒトとイヌでは循環
する寒冷療法と断続的な圧力によって、整形外科
手術後の疼痛、腫脹および跛行の著しい軽減と関
節の可動域の増加が認められる。最近の結果では
氷水に浸すことに比べ循環する寒冷療法装置によ
る冷却効果はより高く、臨床的な装置は効果や安
全性が高い。さらにin vitroの研究で1時間10℃の
寒冷療法を受けた腱細胞の生存能力が37℃での
他の細胞の生存能力と著しく異なることはないこ
とが示されている。ウマの寒冷療法の研究は主に
下肢部の冷却と蹄葉炎に伴う炎症反応にフォーカ
スが当てられている。ウマの様々な筋骨格器系損
傷に対する寒冷療法の効果は完全には解明されて
いない。寒冷療法を使用していくには、さらなる研
究によってエビデンスに基づくガイドラインが作
成されることが求められている。それには、寒冷療
法の期間、頻度、温度および寒冷療法装置の安全性
が必要である。

Thermotherapy　温熱療法
　温熱療法は、ヒトでは炎症の急性期に時折用い
られ、40℃～45℃の範囲が最適とされている。
36℃の温水に浸すことで血管拡張が起こり、末梢
の血管抵抗が下がり組織灌流が増加する。軟部組
織灌流の増加が局所の炎症や疼痛に関与している
炎症メディエイターの放出を促進しているのかも
しれない。また、水中運動時の水温は、局所的熱受
容体の働きや内因性オピオイドの放出促進によっ
て疼痛刺激の感受性にも作用しているのかもしれ

ない。15分間暖かい温泉（38℃～40℃）に入って
いる馬は副交感神経優位になる。それは、温泉に入
ることによりリラックス効果が得られ、疼痛や筋
硬結を和らげ治癒促進の手助けになることを示し
ている。ヒトでは温水での運動は疼痛緩和および
関節可動域の増加の効果があることが知られてい
る。現在までにウマにおける温水を使用した筋骨
格疾患に対する効果を示した報告はない。しかし
ながら、血管や組織代謝の冷水および温水による
多様な生理学的反応が、筋骨格損傷の様々なス
テージに対して有効なツールになりうる。

Osmolality　重量オスモル濃度
　高濃度の水での運動は抗炎症、浸透圧および鎮
痛作用があることが報告されている。ヒトではミ
ネラルウォーターで2週間毎日運動すると大腿脛
骨関節の変形性関節症の中央面において自動的に
疼痛刺激の閾値が上がる（すなわち疼痛が軽減す
る）ことが報告されている。同様に結合組織炎の患
者が硫黄水の中で3ヶ月間運動したら疼痛スコア
が著しく改善したとも報告されている。ウマでは
下肢部の損傷をしたウマが高張液（20g/リットル
塩化ナトリウム、30g/リットル硫酸マグネシウ
ム）の冷水（5℃～9℃）に下肢部を10分間、1週間に
3日を4週間浸すと臨床症状とエコー検査で屈腱
炎と繋靭帯炎が良化したという報告がある。軟部
組織の腫脹の軽減も高張液冷水療法の開始8日間
以内に認められた。ウマではエコー検査でモニタ
リングされた腱炎と靭帯炎に4週間の高張液冷水
医療法をすると腱周囲と靭帯周囲の浮腫の軽減、
炎症反応の緩和およびコラーゲン配列の改善を認
めた。ミネラル成分を加えることで浸透性効果が
大きくなり、軟部組織の炎症と腫脹が軽減し、疼痛
が緩和し、最後には関節の可動域が改善する。この
ような浸透性効果は筋骨格損傷のウマの軟部組織
を管理するときに重要なファクターとなる。

EFFICACY OF HYDROTHERAPY　水治療法の効
果
　水治療法はリハビリ計画の中で広く使用されて
いるが、その効果についての調査は少なく、ウマに
関する報告は主に水中運動中の生理学的反応に集

中している。水泳調教のプログラムは心機能を向
上させ、筋骨格損傷（腱炎など）を減らし、有酸素能
力を反映している酸化能の高い速筋線維を増加さ
せる。筋電図を用いた測定では、地上の常歩運動と
比較して、水泳運動中では前肢帯筋の活性化が増
加している。さらに最近では、水中での常歩運動は
様々な水深により歩様パラメーターが変化するこ
とが示されている。尺骨までの水深に調整した水
中トレッドミルでは、繫までの水位と比較してス
トライドが伸び、完歩数が減少した。同様の研究で
は、水位が遠位肢関節の可動域に与える影響を評
価した。様々な水深は（1cm程度から膝関節の高さ
まで）、球節、腕節、飛節の関節可動域に明らかに影
響を与えた。この研究の結果は、様々な水位は特定
の関節可動域の増加を促進することを示してい
て、特定の関節をターゲットとした治療プロト
コールの作成が可能となることを示している。水
位の変化は、胸腰部の側曲や、骨盤の屈曲や軸回転
にも影響を与える。水位を蹄から肘まで増加させ
るにつれて、骨盤の屈曲と軸回転は増加し、胸腰部
領域の側曲は減少する。コロラド州立大学の馬整
形外科センターでは、実験的に誘発された腕節炎
の進行を減少させるためのウォータートレッドミ
ル運動の有効性を評価する研究が行われた。この
研究は、変形性関節症に伴う病理学的特徴および、
水治療法と関連する潜在的効果、臨床的効果、疾患
を緩和する効果の客観的評価を示した。ウォー
タートレッドミル運動では、完全な腕節の可動域
を回復させるので、受動的な腕節屈曲域のベース
ラインを再構築することができる。さらに、ウォー
タートレッドミルで運動したウマは、前肢体筋の
軸方向の負荷を均等に分散させ、筋肉の動きを左
右対称にし、様々な姿勢における静的バランス制
御の明らかな改善を示す。水治療法群における変
形性関節症の臨床症状の改善は、組織学的レベル
での疾患を緩和する効果のエビデンスによってさ
らに支持された。ウォータートレッドミル運動は
関節包の線維化を減少させ、滑膜における炎症性
浸潤の程度を減少させた。この研究の結果は、変形
性関節症に伴う病理学的特徴および、ウォーター
トレッドミル運動における潜在的効果、臨床的効
果、疾患を緩和する効果の客観的評価を示してお

り、これは馬の水治療法を支持する上で、基礎とな
るものである。しかし、今後はより頻繁に治療され
る筋骨格系損傷に対する水治療法の正確な効果と
方法の開発に焦点を当てた追加の研究が必要であ
る。

HYDROTHERAPY VARIABLES　水治療法の種類
　ウマの水治療法では、ウォータートレッドミル
（地上型あるいは埋め込み型）、スイミングプール
（円形あるいは直線型）、アクアウォーカー（ウォー
ターウォーキングマシン）、温泉、ジャグジーを主
に使用する。埋め込み型のウォータートレッドミ
ルは、設計上多くの水量を保持する能力を有して
いるため、地上型のウォータートレッドミルと比
較してより多くの浮力を得ることができる。地上
型のウォータートレッドミル装置は、関節の可動
性を回復させるために設計されたリハビリテー
ションプロトコールを考慮して、患者ごとに水深
を変化させることができる。両方のトレッドミル
装置には、さらなる水の乱流を作り出す水圧
ジェットを設置することが可能であり、水が筋肉
への負荷と頻度を増強させることを通じて、四肢
の動きの抵抗を増加させる。加えてウォータート
レッドミル装置は、トレッドミルの速度、水温、溶
質の濃度を変化させることができる。馬はウォー
タートレッドミルに慣れて運動するようになるに
は、3～5日の期間が必要となることがある。
　アクアウォーカーは、一定の水深を含む円形の
プール内に取り付けられた機械式歩行器である。
アクアウォーカーの直径は一度に運動できるウマ
を決定しており、多くの装置では同時に6～8頭の
ウマを運動させることができる。ウマは完全に浮
いておらず、各ウマに個々の“空間”を作成する仕
切りによって互いに隔てられている。水の深さは
設計により決定されていて、いくつかの装置では
水は球節よりも高く保たれていないのに対し、他
のものでは膝関節と同じ水深のものもある。装置
の速度も制御されているが、ウォータートレッド
ミルとは異なり、ウマは装置に設定された一定の
速度で歩かないこともある。一定の速度で歩かな
いウマには仕切りが後ろから近づくが、結局は急
加速と減速を繰り返すだけである。ウォータート

レッドミルと同様に、アクアウォーカーも水温と
溶質濃度を変えることができる。
　プール調教は通常、進入および退出を容易にす
るように傾斜がついた直線あるいは円形のプール
で行われる。ウマのプールでは、水泳中に扱う人が
ウマの頭の両脇に立って一緒に歩くことができる
ように設計されるべきである。完全な浮力を確保
するために水深は12フィート（約360cm）以上の
深さにする必要がある。直線型のプールでは、ウマ
が出口から入口に歩いて戻る間に回復することが
できるので、心肺へのストレスを減らすことがで
きる。反対に、円形型プールでの連続水泳運動は、
運動が終了するまで心肺を回復することができな
い。ウマはもともと泳ぐことは上手ではなく、推進
のためには主に後肢を使用し、しばしばバランス
を維持するために前肢を使用する。後肢の推進力
には爆発的な力があるため、股関節、膝関節、飛節
を通じて極端な運動範囲をもたらすことがある。
さらに水への進入時には、ウマによって頚部、胸腰
部、骨盤の過伸展をもたらす姿勢をとる。著者の意
見では、胸腰部、仙腸関節、股関節、膝関節、飛節の
疾患を患うウマに対する水泳調教には注意が必要
である。

PRECAUTIONS　注意
　呼吸器疾患を伴うウマのプール調教は、静水圧
の増加が肺の容量に影響を及ぼし、十分な換気が
できないため避けるべきである。ウマが以下のい
ずれかの状態にある場合、水治療法は避けるべき
である。
・治癒していない手術切開創
・開放創、感染創、排液性創傷
・骨盤周囲による跛行
・胸腰部の痛みや損傷
・急性の関節炎
・急性の筋炎
・高体温
・臆病な性格やパニック状態
・心血管系の傷害

TREATMENT PROTOCOL CONSIDERATIONS　
治療計画を立てるに当たっての注意点

　水を使ったリハビリを進める場合、損傷部の正
確な診断とともに、最終的にどの程度の運動機能
回復を目指すのかを考慮し、個々の患者のニーズ
に合った計画を立てるべきである。損傷の程度や
健康状態だけでなく、ウマの気性や水に接したと
きの反応、過去に水を使ったリハビリの経験があ
るかが治療を進めていく上で重要となってくる。
水治療法を進める上で、考慮すべき３つの事項が
ある。実施するリハビリの（１）強度（２）時間（３）
実施する頻度である。ウォータートレッドミルで
の運動強度は水の深さ、水流、歩くスピードで決ま
る。プール調教では、多くのウマは各自のペースで
泳ぐため、運動強度を調節するのは難しい。しか
し、直線のプールでは流れに逆らって泳ぐことに
よって、より高い運動強度となる。リハビリを始め
る際の運動強度は、そのウマの損傷の程度やボ
ディーコンディション、損傷前後の運動量、現在の
運動量、筋肉の衰えの程度によって決まる。ウォー
タートレッドミルを始めた週は、5分程度の運動
からはじめるべきとされている。1週間に5分ずつ
時間を延ばしていき、最終的には20分を目標にす
る。同じようにプール調教は1～2周（5～8分程度）
から始め、（円形のプールを使用して）合計9～12
周を目標とする。頻度に関しては、ウマのリハビリ
に対する反応をみながら行う。一般的に過負荷に
ならず、負荷に損傷部位が適応し、強化されてく状
態ならば、より強い調教をすればするほど、より早
い機能回復ができることになる。ウォータート
レッドミルは日常的に利用することができ、1週
間に5日行われている。プール調教は週3日程度の
調教から15分週3日と5分週2日を組み合わせた程
度の調教が行われている。重要なことは、リハビリ
を進めていく際には、一度に１つの項目のみを変
えるべきとされている。もし同時に強度と頻度を
延ばしたら、調教量が多くなりすぎてしまう。

MONITORING PROCEDURES　モニタリング
　心拍数が戻る時間をモニターすることはリハビ
リテーションプログラムを進めていいかどうかを
判断する材料となる。運動強度を決めるために、運
動開始前、運動中、運動直後に心拍数および心拍数
が戻る時間を測定すると良い。水治療法中は心拍
数が200bpmを超えるべきではなく、10分以内に
は60bpmに戻るべきである。もしそれ以上になる
ことがあれば、調教強度増やすべきではない。
　損傷部位の悪化を定量的に評価することは治療
の効果をモニタリングする上で重要である。エビ
デンスに基づき、治療効果をモニタリングするた
めに有用で、信頼性があり、鋭敏な診断ツールの使
用が必要となる。触診痛や関節可動域角度の測定、
脚周囲の測定は有用で、痛みや関節の動き、腫れや
筋肉量の客観的な指標であり、これらは関節疾患
に対する物理療法の効果を評価するためによく使
われる。水治療法を行う前に、患肢の触診および歩
様のチェックするべきであり、もし可能なら、定期
的に超音波検査をするべきである。

SUMMARY　概要
　水治療法はいくつかの異なった運動メカニズム
が合体したものであり、それらのすべてはウマの
筋骨格疾患に対して有効である。現在のヒトおよ
び動物の文献では筋骨格疾患に対して有効とされ
ており、たとえば疼痛の軽減、関節可動域の拡大な
どが期待できる。水治療法の臨床試験は適切な運
動量（水量、期間、スピード）やリハビリ過程に起こ
る軟部組織の腫脹や関節の安定性の変化、そして
適応もしくは不適応性の歩様変化に関わる運動制
御パターンを知る上で必要不可欠である。水治療
法の多彩な物理特性が個々のウマの筋骨格疾患に
効果的である。
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KEY POINT
・水中での運動は、筋骨格損傷の管理には効果的な
治療オプションである。
・水治療法（Hydrotherapy）は、関節可動域の拡大、
筋収縮機能の向上、姿勢の改善および炎症の軽減
に対して効果的な方法である。
・様々な形態をとる水治療法は、損傷した肢の全体
的な機能改善および更なる損傷の予防が目標で
ある。ウマの筋骨格損傷のリハビリテーションで
は頻繁に使用される。

INTORODUCTION
　ヒトでは、水中のリハビリテーションは効果的
であると長い間認識されていた。水治療法は、ヒト

では筋骨格損傷の管理や、損傷した足をかばうこ
とで歩き方が乱れることを軽減したり、抑えたり
するために、治療オプションとして、普通に使用さ
れている。水中での運動は、関節可動域の拡大、正
常な運動パターンの向上、筋活動の向上および主
要な関節の異常による二次的な筋骨格損傷発症の
軽減といった効果が認められる方法である。手足
の先端に骨関節炎を患っているヒトでは、水中の
運動によって、先端部負荷パラメーターの軽減、関
節可動域の改善およびアンバランスさの改善が認
められる。水中での運動による筋力および筋機能
の向上は固有受容体（関節の位置、変化を感じるこ
と）不足、弱い運動神経および成人の骨関節炎に典
型的な異常歩様をも改善させる。

PROPOSED MECHANISMS OF ACTION　提案さ
れている運動のメカニズム
　ウォータートレッドミルやプールといった水治
療法は肢の関節へのストレス軽減、関節可動域の
改善、疼痛や炎症の軽減、筋力や筋肉の反応および
心機能の向上が報告されてきた。水は性質上、温度
や重量オスモル濃度（１キログラムの液体に含ま
れる粒子数を表し浸透圧を表す尺度）の変化に
よって、浮力、水圧および粘性が増加するメカニズ
ムをもっており、個々の筋骨格器に対するリハビ
リテーションで重要となる要素を組み合わせるこ
とができる。水中での運動は抵抗が増え、浮力が加
わることで関節の安定性が増し、筋肉と関節への
体重による負担が減る。下肢部には水深に比例し
て増加する水圧がかかる。血管外の水圧が増加す
ることで循環が促進し浮腫が軽減する。水治療法
は、水温の影響で疼痛も軽減することもできる。温
水があれば、血管拡張、循環向上および筋痙攣の軽
減が起こり、冷水では血流の軽減による炎症緩和
および炎症メディエイター蓄積の軽減が起こる。
水が高張液であれば、浸透圧により浮腫および疼
痛の軽減が可能である。水治療法は多種多様な治
療方法であり、筋骨格系を損傷した馬がフルパ
フォーマンスへ機能回復するために必要な体覚的
および動的な抵抗を生み出すので、効果的な方法
であると考えられている。

Buoyancy　浮力
　水治療法は、浮力が地面からの垂直な反発力を
最小限にすることで関節への軸性負荷を軽減させ
る持ち上げる力として定義づけされていることが
背景としてある。ヒトでは水中での垂直方向の荷
重の力は歩いている間は軽減して、軽減する荷重
の力は水深に反比例する。ゆっくりのペースで歩
いているヒトにおいては胸までの水深があれば
75%軽減され骨盤までの水深では25%の軽減にと
どまる。ウマでは寛結節までの推進であれば75%
軽減され、肘までの水深では10-15%しか軽減され
ない。浮力が増加することで関節と周囲の軟部組
織への負荷が軽減され運動中の荷重による疼痛や
炎症も軽減される。ヒトの水中での運動科学的解
析では、浮力の増加が関節の可動域を改善させる

とも言われている。足の先端に骨関節炎を患う患
者では、陸上での運動に比べて水中ではより足を
屈曲している。水治療法は、筋骨格損傷馬の管理に
直接関係する運動的および運動学的効果を生み出
すことができる。

Viscosity　粘着度
　水の粘度（水が流れるときの抵抗）は、空気の約
12倍である。そのため、水中で動くことが筋肉の
動きを活性化し、筋力、動きの制御および関節の安
定性が改善される。ヒトの患者における筋電図分
析では求心性収縮での作動筋の活性が増大してい
る。作動筋の活性が肢の動きを速くさせる。しかし
ながら、同じ求心性収縮でも、作動筋群の相互活性
の軽減が発生する。陸上での運動中には求心性筋
収縮は、蹄が地面に着地する準備である下肢部の
減速を助けるための拮抗筋群の活性を起こす。し
かしながら、水中での運動では抵抗が増すため下
肢部の減速には最小限の力でよい。膝関節に骨関
節症を患う患者は普通に大腿四頭筋の抑制と相応
するように拮抗筋群であるハムストリングスの活
性が増加する。ハムストリングス活性の増大は運
動中の膝関節安定化と関節への負荷の軽減を手助
けする正常な代償作用である。水中での治療に
よって足への抵抗が増すことが作動筋の活動を回
復させ拮抗筋との相互収縮を軽減させる。このこ
とが神経筋コントロール作用を増大し、筋肉の活
性を調整することになる。これらのメカニズムが
様々な筋骨格損傷のリハビリテーションにおいて
筋肉の機能的回復や運動そのもののコントロール
機能の回復への重要な要因となる。

Hydrostatic Pressure　水圧
　下肢部を水に浸すことで血管外にも同等に水圧
がかかり、静脈の血流が良化し、リンパ液の排出も
促進する。血液とリンパ液の循環が向上すること
で、浮腫や軟部組織の腫脹は軽減する。最後には関
節の可動域が拡大したり、疼痛が軽減したりする。
水圧を変化させることによって、皮膚表面の求心
性刺激と関節の力学的受容器の刺激を通して筋肉
の紡錘体活動が増すことで神経筋機能を向上させ
ることもできる。これらの特殊な受容体は関節の

安定を向上させたり過剰な負荷から関節を守った
りするための固有受容体および筋活動の修正因子
として作用する。関節受容体に影響を受ける反射
のメカニズムは関節が痛いことで筋肉が緊張し、
弛緩あるいは収縮することによるさらなるダメー
ジから損傷した関節を守る。関節の力学的受容器
は、関節に負荷がかかっている間の関節包の物理
学的な変形や関節内圧の変化にも影響する。関節
の滲出や滑膜炎による関節内圧の増加が脊髄前柱
に存在する1b介在ニューロンの求心性刺激反射
を引き起こし、結果として関節を動かしている筋
肉を抑制することになる。関節内圧の増加で誘導
される関節物理的刺激受容体の求心性刺激は、肢
が水へ沈む時は水圧の効果で低下する。脊髄1b介
在ニューロン抑制が低下することで、筋肉の活性
や緊張を増加させるα運動ニューロンの活性を増
大することとなる。軟部組織の腫脹や関節の滲出
が減少することで関節物理的刺激受容体からのシ
ナプス情報がさらに改善し、最適な関節の動きや
アスリートとしての動きのための神経筋支配が回
復するかもしれない。

Temperature　水温
　水の熱力学的性質から、温度によって治療効果
が著しく異なってくる。

Cryotherapy　寒冷（冷凍）療法
　寒冷療法は、ウマでは軟部組織の急性炎症、疼痛
および腫脹を軽減させる目的で広く用いられてい
る。水冷療法で最も治療効果が上がるのは組織の
温度が15℃から10℃に下がる時である。寒冷療法
の応用で末梢血管収縮や軟部組織の灌流の減少
（80%まで）を示す。そのことで損傷している部位
で浮腫や腫脹を軽減することができる。末梢への
循環血流量が減少することで組織の代謝も軽減
し、神経伝達速度の減速により鎮痛効果が得られ
る。局所的なメカニズムには炎症メディエイター
放出の減少、酵素活性低下の抑制、細胞の酸素要求
量の減少および二次的低酸素症の減少を通してお
こる組織代謝の軽減が含まれている。局所の循環
と脂肪組織の厚さにもよるが、寒冷療法は1-4㎝の
深さまで有効である。ヒトでは15-20分間の寒冷

療法で1-2時間の鎮痛効果があることが報告され
ている。ウマではリポ多糖誘発性滑膜炎に対する
寒冷療法の報告のみであり、その報告では1日2回
2時間の寒冷療法では炎症がコントロールできな
かったと結論付けていた。しかし、30分間氷水に
肢を浸すことは下肢部の冷却パックよりも下肢部
の表面および皮下組織を治療に最適な温度に冷却
できる。冷却パックで30分間下肢部を冷却しても
治療に適した温度にまでは下がらない。冷却水が
継続して循環するブーツを前肢の下肢部に1時間
装着することで浅指屈腱の中心は10℃まで下が
る。同様にドライタイプのものも下肢部を氷水に
浸すことと同じ効果が得られ、蹄の表面温度が8
時間の間10℃以下であった。ヒトとイヌでは循環
する寒冷療法と断続的な圧力によって、整形外科
手術後の疼痛、腫脹および跛行の著しい軽減と関
節の可動域の増加が認められる。最近の結果では
氷水に浸すことに比べ循環する寒冷療法装置によ
る冷却効果はより高く、臨床的な装置は効果や安
全性が高い。さらにin vitroの研究で1時間10℃の
寒冷療法を受けた腱細胞の生存能力が37℃での
他の細胞の生存能力と著しく異なることはないこ
とが示されている。ウマの寒冷療法の研究は主に
下肢部の冷却と蹄葉炎に伴う炎症反応にフォーカ
スが当てられている。ウマの様々な筋骨格器系損
傷に対する寒冷療法の効果は完全には解明されて
いない。寒冷療法を使用していくには、さらなる研
究によってエビデンスに基づくガイドラインが作
成されることが求められている。それには、寒冷療
法の期間、頻度、温度および寒冷療法装置の安全性
が必要である。

Thermotherapy　温熱療法
　温熱療法は、ヒトでは炎症の急性期に時折用い
られ、40℃～45℃の範囲が最適とされている。
36℃の温水に浸すことで血管拡張が起こり、末梢
の血管抵抗が下がり組織灌流が増加する。軟部組
織灌流の増加が局所の炎症や疼痛に関与している
炎症メディエイターの放出を促進しているのかも
しれない。また、水中運動時の水温は、局所的熱受
容体の働きや内因性オピオイドの放出促進によっ
て疼痛刺激の感受性にも作用しているのかもしれ

ない。15分間暖かい温泉（38℃～40℃）に入って
いる馬は副交感神経優位になる。それは、温泉に入
ることによりリラックス効果が得られ、疼痛や筋
硬結を和らげ治癒促進の手助けになることを示し
ている。ヒトでは温水での運動は疼痛緩和および
関節可動域の増加の効果があることが知られてい
る。現在までにウマにおける温水を使用した筋骨
格疾患に対する効果を示した報告はない。しかし
ながら、血管や組織代謝の冷水および温水による
多様な生理学的反応が、筋骨格損傷の様々なス
テージに対して有効なツールになりうる。

Osmolality　重量オスモル濃度
　高濃度の水での運動は抗炎症、浸透圧および鎮
痛作用があることが報告されている。ヒトではミ
ネラルウォーターで2週間毎日運動すると大腿脛
骨関節の変形性関節症の中央面において自動的に
疼痛刺激の閾値が上がる（すなわち疼痛が軽減す
る）ことが報告されている。同様に結合組織炎の患
者が硫黄水の中で3ヶ月間運動したら疼痛スコア
が著しく改善したとも報告されている。ウマでは
下肢部の損傷をしたウマが高張液（20g/リットル
塩化ナトリウム、30g/リットル硫酸マグネシウ
ム）の冷水（5℃～9℃）に下肢部を10分間、1週間に
3日を4週間浸すと臨床症状とエコー検査で屈腱
炎と繋靭帯炎が良化したという報告がある。軟部
組織の腫脹の軽減も高張液冷水療法の開始8日間
以内に認められた。ウマではエコー検査でモニタ
リングされた腱炎と靭帯炎に4週間の高張液冷水
医療法をすると腱周囲と靭帯周囲の浮腫の軽減、
炎症反応の緩和およびコラーゲン配列の改善を認
めた。ミネラル成分を加えることで浸透性効果が
大きくなり、軟部組織の炎症と腫脹が軽減し、疼痛
が緩和し、最後には関節の可動域が改善する。この
ような浸透性効果は筋骨格損傷のウマの軟部組織
を管理するときに重要なファクターとなる。

EFFICACY OF HYDROTHERAPY　水治療法の効
果
　水治療法はリハビリ計画の中で広く使用されて
いるが、その効果についての調査は少なく、ウマに
関する報告は主に水中運動中の生理学的反応に集

中している。水泳調教のプログラムは心機能を向
上させ、筋骨格損傷（腱炎など）を減らし、有酸素能
力を反映している酸化能の高い速筋線維を増加さ
せる。筋電図を用いた測定では、地上の常歩運動と
比較して、水泳運動中では前肢帯筋の活性化が増
加している。さらに最近では、水中での常歩運動は
様々な水深により歩様パラメーターが変化するこ
とが示されている。尺骨までの水深に調整した水
中トレッドミルでは、繫までの水位と比較してス
トライドが伸び、完歩数が減少した。同様の研究で
は、水位が遠位肢関節の可動域に与える影響を評
価した。様々な水深は（1cm程度から膝関節の高さ
まで）、球節、腕節、飛節の関節可動域に明らかに影
響を与えた。この研究の結果は、様々な水位は特定
の関節可動域の増加を促進することを示してい
て、特定の関節をターゲットとした治療プロト
コールの作成が可能となることを示している。水
位の変化は、胸腰部の側曲や、骨盤の屈曲や軸回転
にも影響を与える。水位を蹄から肘まで増加させ
るにつれて、骨盤の屈曲と軸回転は増加し、胸腰部
領域の側曲は減少する。コロラド州立大学の馬整
形外科センターでは、実験的に誘発された腕節炎
の進行を減少させるためのウォータートレッドミ
ル運動の有効性を評価する研究が行われた。この
研究は、変形性関節症に伴う病理学的特徴および、
水治療法と関連する潜在的効果、臨床的効果、疾患
を緩和する効果の客観的評価を示した。ウォー
タートレッドミル運動では、完全な腕節の可動域
を回復させるので、受動的な腕節屈曲域のベース
ラインを再構築することができる。さらに、ウォー
タートレッドミルで運動したウマは、前肢体筋の
軸方向の負荷を均等に分散させ、筋肉の動きを左
右対称にし、様々な姿勢における静的バランス制
御の明らかな改善を示す。水治療法群における変
形性関節症の臨床症状の改善は、組織学的レベル
での疾患を緩和する効果のエビデンスによってさ
らに支持された。ウォータートレッドミル運動は
関節包の線維化を減少させ、滑膜における炎症性
浸潤の程度を減少させた。この研究の結果は、変形
性関節症に伴う病理学的特徴および、ウォーター
トレッドミル運動における潜在的効果、臨床的効
果、疾患を緩和する効果の客観的評価を示してお

り、これは馬の水治療法を支持する上で、基礎とな
るものである。しかし、今後はより頻繁に治療され
る筋骨格系損傷に対する水治療法の正確な効果と
方法の開発に焦点を当てた追加の研究が必要であ
る。

HYDROTHERAPY VARIABLES　水治療法の種類
　ウマの水治療法では、ウォータートレッドミル
（地上型あるいは埋め込み型）、スイミングプール
（円形あるいは直線型）、アクアウォーカー（ウォー
ターウォーキングマシン）、温泉、ジャグジーを主
に使用する。埋め込み型のウォータートレッドミ
ルは、設計上多くの水量を保持する能力を有して
いるため、地上型のウォータートレッドミルと比
較してより多くの浮力を得ることができる。地上
型のウォータートレッドミル装置は、関節の可動
性を回復させるために設計されたリハビリテー
ションプロトコールを考慮して、患者ごとに水深
を変化させることができる。両方のトレッドミル
装置には、さらなる水の乱流を作り出す水圧
ジェットを設置することが可能であり、水が筋肉
への負荷と頻度を増強させることを通じて、四肢
の動きの抵抗を増加させる。加えてウォータート
レッドミル装置は、トレッドミルの速度、水温、溶
質の濃度を変化させることができる。馬はウォー
タートレッドミルに慣れて運動するようになるに
は、3～5日の期間が必要となることがある。
　アクアウォーカーは、一定の水深を含む円形の
プール内に取り付けられた機械式歩行器である。
アクアウォーカーの直径は一度に運動できるウマ
を決定しており、多くの装置では同時に6～8頭の
ウマを運動させることができる。ウマは完全に浮
いておらず、各ウマに個々の“空間”を作成する仕
切りによって互いに隔てられている。水の深さは
設計により決定されていて、いくつかの装置では
水は球節よりも高く保たれていないのに対し、他
のものでは膝関節と同じ水深のものもある。装置
の速度も制御されているが、ウォータートレッド
ミルとは異なり、ウマは装置に設定された一定の
速度で歩かないこともある。一定の速度で歩かな
いウマには仕切りが後ろから近づくが、結局は急
加速と減速を繰り返すだけである。ウォータート

レッドミルと同様に、アクアウォーカーも水温と
溶質濃度を変えることができる。
　プール調教は通常、進入および退出を容易にす
るように傾斜がついた直線あるいは円形のプール
で行われる。ウマのプールでは、水泳中に扱う人が
ウマの頭の両脇に立って一緒に歩くことができる
ように設計されるべきである。完全な浮力を確保
するために水深は12フィート（約360cm）以上の
深さにする必要がある。直線型のプールでは、ウマ
が出口から入口に歩いて戻る間に回復することが
できるので、心肺へのストレスを減らすことがで
きる。反対に、円形型プールでの連続水泳運動は、
運動が終了するまで心肺を回復することができな
い。ウマはもともと泳ぐことは上手ではなく、推進
のためには主に後肢を使用し、しばしばバランス
を維持するために前肢を使用する。後肢の推進力
には爆発的な力があるため、股関節、膝関節、飛節
を通じて極端な運動範囲をもたらすことがある。
さらに水への進入時には、ウマによって頚部、胸腰
部、骨盤の過伸展をもたらす姿勢をとる。著者の意
見では、胸腰部、仙腸関節、股関節、膝関節、飛節の
疾患を患うウマに対する水泳調教には注意が必要
である。

PRECAUTIONS　注意
　呼吸器疾患を伴うウマのプール調教は、静水圧
の増加が肺の容量に影響を及ぼし、十分な換気が
できないため避けるべきである。ウマが以下のい
ずれかの状態にある場合、水治療法は避けるべき
である。
・治癒していない手術切開創
・開放創、感染創、排液性創傷
・骨盤周囲による跛行
・胸腰部の痛みや損傷
・急性の関節炎
・急性の筋炎
・高体温
・臆病な性格やパニック状態
・心血管系の傷害

TREATMENT PROTOCOL CONSIDERATIONS　
治療計画を立てるに当たっての注意点

　水を使ったリハビリを進める場合、損傷部の正
確な診断とともに、最終的にどの程度の運動機能
回復を目指すのかを考慮し、個々の患者のニーズ
に合った計画を立てるべきである。損傷の程度や
健康状態だけでなく、ウマの気性や水に接したと
きの反応、過去に水を使ったリハビリの経験があ
るかが治療を進めていく上で重要となってくる。
水治療法を進める上で、考慮すべき３つの事項が
ある。実施するリハビリの（１）強度（２）時間（３）
実施する頻度である。ウォータートレッドミルで
の運動強度は水の深さ、水流、歩くスピードで決ま
る。プール調教では、多くのウマは各自のペースで
泳ぐため、運動強度を調節するのは難しい。しか
し、直線のプールでは流れに逆らって泳ぐことに
よって、より高い運動強度となる。リハビリを始め
る際の運動強度は、そのウマの損傷の程度やボ
ディーコンディション、損傷前後の運動量、現在の
運動量、筋肉の衰えの程度によって決まる。ウォー
タートレッドミルを始めた週は、5分程度の運動
からはじめるべきとされている。1週間に5分ずつ
時間を延ばしていき、最終的には20分を目標にす
る。同じようにプール調教は1～2周（5～8分程度）
から始め、（円形のプールを使用して）合計9～12
周を目標とする。頻度に関しては、ウマのリハビリ
に対する反応をみながら行う。一般的に過負荷に
ならず、負荷に損傷部位が適応し、強化されてく状
態ならば、より強い調教をすればするほど、より早
い機能回復ができることになる。ウォータート
レッドミルは日常的に利用することができ、1週
間に5日行われている。プール調教は週3日程度の
調教から15分週3日と5分週2日を組み合わせた程
度の調教が行われている。重要なことは、リハビリ
を進めていく際には、一度に１つの項目のみを変
えるべきとされている。もし同時に強度と頻度を
延ばしたら、調教量が多くなりすぎてしまう。

MONITORING PROCEDURES　モニタリング
　心拍数が戻る時間をモニターすることはリハビ
リテーションプログラムを進めていいかどうかを
判断する材料となる。運動強度を決めるために、運
動開始前、運動中、運動直後に心拍数および心拍数
が戻る時間を測定すると良い。水治療法中は心拍
数が200bpmを超えるべきではなく、10分以内に
は60bpmに戻るべきである。もしそれ以上になる
ことがあれば、調教強度増やすべきではない。
　損傷部位の悪化を定量的に評価することは治療
の効果をモニタリングする上で重要である。エビ
デンスに基づき、治療効果をモニタリングするた
めに有用で、信頼性があり、鋭敏な診断ツールの使
用が必要となる。触診痛や関節可動域角度の測定、
脚周囲の測定は有用で、痛みや関節の動き、腫れや
筋肉量の客観的な指標であり、これらは関節疾患
に対する物理療法の効果を評価するためによく使
われる。水治療法を行う前に、患肢の触診および歩
様のチェックするべきであり、もし可能なら、定期
的に超音波検査をするべきである。

SUMMARY　概要
　水治療法はいくつかの異なった運動メカニズム
が合体したものであり、それらのすべてはウマの
筋骨格疾患に対して有効である。現在のヒトおよ
び動物の文献では筋骨格疾患に対して有効とされ
ており、たとえば疼痛の軽減、関節可動域の拡大な
どが期待できる。水治療法の臨床試験は適切な運
動量（水量、期間、スピード）やリハビリ過程に起こ
る軟部組織の腫脹や関節の安定性の変化、そして
適応もしくは不適応性の歩様変化に関わる運動制
御パターンを知る上で必要不可欠である。水治療
法の多彩な物理特性が個々のウマの筋骨格疾患に
効果的である。
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文 献 紹 介

【要旨】
　目的：サラブレッド競走馬は運動器疾患やその
後のリハビリテーションのために休養することが
しばしばある。この研究の目的は、休養期間中に異
なる強度の運動を行った場合、心肺機能や酸素運
搬能の低下度が異なるかどうかを調べることであ
る。
　方法：27頭のサラブレッドをトレッドミルで18
週間トレーニングした後、以下の3群に分けて12
週間ディトレーニングさせた：1）70% VO2max（最大
酸素摂取量）強度で3分間/日、週5日キャンター（C
群）、2）ウォーキングマシンで1時間/日、週5日
ウォーキング（W群）、3）馬房内休養（S群）。ディト
レーニング期間の前後にトレッドミル運動負荷試
験を実施し、心肺機能や酸素運搬能に関わる指標
を測定した。
　結果：最大酸素摂取量（VO2max）、最大心拍出量
（Qmax）、最大1回拍出量（SVmax）は、休養後すべての
群において減少し、群間の差は認められなかった。
動静脈酸素含量較差はすべての群において変化せ
ず、最大心拍数はWおよびS群で減少した。オール
アウトまでの走行時間(texhaust)、最大酸素摂取量時
の速度(VVO2max)、最大心拍数に達した速度(VHRmax)、乳
酸濃度が4 mmol/lを示した速度(VLA4)は、休養後に

C群では維持されたが、WおよびS群では有意に減
少した。
　結論：C群は、W群やS群に比べて、競走馬のパ
フォーマンスに関連した指標（texhaust, VHRmax, VLA4）は
維持できたが、VO2max、Qmaxおよび SVmaxは維持でき
なかった。これらの結果は、競走馬の酸素運搬能の
低下を最小限にし、パフォーマンスに関連する要
素を維持するために必要な休養中の運動強度やプ
ロトコルを特定するために役立つ可能性がある。
　サラブレッドのディトレーニング（休養）に関す
る論文は以前からいくつか存在するが、その多く
のディトレーニングプログラムは馬房内休養か自
由放牧によるものであり（Knight et al. 1991; 
Tyler et al. 1996; Mukai et al. 2006）、多くの競走
馬が経験するものとは異なっていた。そこで今回
の研究では、レース後などの筋痛が多少残る段階
に実施されるキャンター調教、屈腱炎などのリハ
ビリテーションとしてのウォーキング、骨折など
の重度運動器疾患時の馬房内休養をイメージして
ディトレーニングプログラムを設定した。
　今回の研究から、サラブレッドの運動能力は1) 
ディトレーニング後に一様に低下するのではない
ことや、2) ディトレーニング時の運動強度によっ
て低下するものもあれば、維持されるものもある

ということが分かった。また、この研究プロジェク
トの一部で骨格筋の適応を調べたところ、クエン
酸合成酵素活性（ミトコンドリア量を反映）や乳酸
トランスポーター（MCT）1はキャンター調教で維
持されたが、MCT4はキャンター調教をしていて
もトレーニング前のレベルにまで低下することが
分かっている（Kitaoka et al. 2011）。そのため、

ディトレーニング後に再トレーニングする際には
どの運動能力が低下しているのかを認識して、ト
レーニングプログラムを設定することが重要であ
る。また、実験前にはウォーキングがディトレーニ
ング後の運動能力低下に何らかの効果を発揮する
のではないかと期待していたが、ウォーキングだ
けではほとんど効果がないことも示唆された。

ディトレーニング中の異なる運動強度が
サラブレッドの有酸素能力に与える影響

Effects of maintaining different exercise intensities during detraining on
aerobic capacity in Thoroughbreds. Am. J. Vet. Res. 2017;78:215-222.

Mukai, K., Hiraga, A., Takahashi, T., Matsui, A., Ohmura, H., Aida, H. and Jones, J.H. 

競走馬総合研究所　運動科学研究室　向井和隆
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【要旨】
　目的：サラブレッド競走馬は運動器疾患やその
後のリハビリテーションのために休養することが
しばしばある。この研究の目的は、休養期間中に異
なる強度の運動を行った場合、心肺機能や酸素運
搬能の低下度が異なるかどうかを調べることであ
る。
　方法：27頭のサラブレッドをトレッドミルで18
週間トレーニングした後、以下の3群に分けて12
週間ディトレーニングさせた：1）70% VO2max（最大
酸素摂取量）強度で3分間/日、週5日キャンター（C
群）、2）ウォーキングマシンで1時間/日、週5日
ウォーキング（W群）、3）馬房内休養（S群）。ディト
レーニング期間の前後にトレッドミル運動負荷試
験を実施し、心肺機能や酸素運搬能に関わる指標
を測定した。
　結果：最大酸素摂取量（VO2max）、最大心拍出量
（Qmax）、最大1回拍出量（SVmax）は、休養後すべての
群において減少し、群間の差は認められなかった。
動静脈酸素含量較差はすべての群において変化せ
ず、最大心拍数はWおよびS群で減少した。オール
アウトまでの走行時間(texhaust)、最大酸素摂取量時
の速度(VVO2max)、最大心拍数に達した速度(VHRmax)、乳
酸濃度が4 mmol/lを示した速度(VLA4)は、休養後に

C群では維持されたが、WおよびS群では有意に減
少した。
　結論：C群は、W群やS群に比べて、競走馬のパ
フォーマンスに関連した指標（texhaust, VHRmax, VLA4）は
維持できたが、VO2max、Qmaxおよび SVmaxは維持でき
なかった。これらの結果は、競走馬の酸素運搬能の
低下を最小限にし、パフォーマンスに関連する要
素を維持するために必要な休養中の運動強度やプ
ロトコルを特定するために役立つ可能性がある。
　サラブレッドのディトレーニング（休養）に関す
る論文は以前からいくつか存在するが、その多く
のディトレーニングプログラムは馬房内休養か自
由放牧によるものであり（Knight et al. 1991; 
Tyler et al. 1996; Mukai et al. 2006）、多くの競走
馬が経験するものとは異なっていた。そこで今回
の研究では、レース後などの筋痛が多少残る段階
に実施されるキャンター調教、屈腱炎などのリハ
ビリテーションとしてのウォーキング、骨折など
の重度運動器疾患時の馬房内休養をイメージして
ディトレーニングプログラムを設定した。
　今回の研究から、サラブレッドの運動能力は1) 
ディトレーニング後に一様に低下するのではない
ことや、2) ディトレーニング時の運動強度によっ
て低下するものもあれば、維持されるものもある

ということが分かった。また、この研究プロジェク
トの一部で骨格筋の適応を調べたところ、クエン
酸合成酵素活性（ミトコンドリア量を反映）や乳酸
トランスポーター（MCT）1はキャンター調教で維
持されたが、MCT4はキャンター調教をしていて
もトレーニング前のレベルにまで低下することが
分かっている（Kitaoka et al. 2011）。そのため、

ディトレーニング後に再トレーニングする際には
どの運動能力が低下しているのかを認識して、ト
レーニングプログラムを設定することが重要であ
る。また、実験前にはウォーキングがディトレーニ
ング後の運動能力低下に何らかの効果を発揮する
のではないかと期待していたが、ウォーキングだ
けではほとんど効果がないことも示唆された。
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学会見聞記

第211回つくば病理談話会および
第106回JPCスライドセミナー

　農研機構動物衛生研究部門で開催された第211
回つくば病理談話会ならびに第106回JPCスライ
ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
394) 豚の大腸

【発生状況および臨床所見】
　症例は、豚、雑種、雌の 70 日齢で、400頭飼育の
肥育農場で飼育されていた。2016年6月初旬~8月
初旬にかけて、同農場では食欲不振を呈した後に
衰弱死する個体が散見された。同年9月、新たに導
入した60頭のうち9頭が同様の症状で斃死したた
め、3頭 (No.1~3) を病理解剖した。なお、これらの
豚にはオーエスキー病、豚胸膜肺炎、マイコプラズ
マおよび豚サーコウイルス2型のワクチンが接種
されていた。

【病原検査】
　No.1の個体の小腸上部～結腸から非溶血性
Escherichia coli (O8, O45、型別不能・eae保有) が多
量に分離された。No.2では、小腸上部から結腸およ
び腸間膜リンパ節で非溶血性 E. coli (型別不能・
eae未保有) が中等量から多量に分離された。No.3
では、小腸上部から結腸および腸間膜リンパ節か
ら非溶血性E. coli (O8、O139・eae遺伝子保有) なら
びにβ溶血性E. coli (O9、O147・STb・LT・F18遺伝
子保有) が分離された。なお、No1~3の盲腸と結腸
からは Brachyspira hyodysenteriae および B. 
pilosicoli の特異遺伝子は検出されなかった。

【肉眼および組織所見】
　No.1 の盲腸および結腸では、内容物は赤褐色粘
液様を呈し、粘膜の肥厚および多発性の出血が認

められた。No.2の盲腸から結腸の粘膜では、びまん
性の鬱血が認められた。No.3は死後変化により消
化管の観察が困難であった。
　No.1 の盲腸では、粘膜固有層における多病巣性
の出血が認められた。出血が認められない領域で
は、腸絨毛の短小化あるいは消失が散見され、残存
する絨毛表面にグラム陰性短桿菌が付着していた 
(AE様病変)。このようなAE様病変は、回盲部から直
腸において高頻度に認められた。粘膜固有層には、
リンパ球と形質細胞が軽度から中等度に浸潤して
いた。十二指腸では、腸絨毛に異常は認められな
かったものの、絨毛表面にグラム陰性桿菌の付着
が認められた。また、透過型電子顕微鏡を用いた検
索では、菌体に一致して腸上皮細胞はカップ様に
陥凹し、直下の細胞内にはアクチン線維の集積が
認められた。
　参加者より、本症例は AEEC による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。AEEC は人、豚、
牛などに腸炎を引き起こすことが知られている。
AEEC 感染では、小腸ならびに大腸粘膜上皮組織
の変性・壊死が認められ、上皮細胞の刷子縁の不明
瞭化および球桿菌の絨毛への付着 (AE 病変) が認
められる。超微形態学的には、菌体が付着した絨毛
の細胞表面は陥凹し、アクチン線維の集積が認め
られる (台座様構造)。馬においても、大腸菌感染に

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

よる下痢症などが見られることから、大変参考に
なる症例であった。

2016-2-3 馬の腎臓
　症例は馬、ベルジャンウォームブラッド種、雌、
2ヶ月齢である。本症例は、下痢および発熱 (40℃
以上) を呈した。血液検査では、肝酵素値の上昇が
認められた。超音波検査では、結腸粘膜の肥厚が観
察された。
　解剖時、本症例の栄養状態は良好であったが、中
等度の脱水が認められた。腎皮質に、白色から灰色
の針頭大病巣が多数認められた。また、腎髄質は鬱
血していた。胸膜、心膜、胸腺および脾臓の被膜お
よび腸漿膜に点状出血が認められた。腸壁は水腫
性に肥厚していた。細菌学的検査では、腎臓から 
Actinobacillus equuli が分離された。
　病理組織学的検索では、腎皮質に微小膿瘍が多
病巣性に認められた。これらの病巣では、好塩基性

球桿菌のコロニーが糸球体毛細血管内にしばしば
認められた。炎症反応は周囲間質や髄質にも波及
し、尿細管の変性・壊死が観察された。以上の成績
から、本症例は急性、重度の塞栓性化膿性腎炎 
(Actinobacillus equuli 感染症) と診断された。
　Actinobacillus equuli は馬の口腔、消化管や生殖
器の常在細菌であり、溶血毒素 AE toxin (Aqx) を
保有する A. equuli subsp. hemolyticus と Aqx を
保有しない A. equuli subsp. equuli に分けられる。
A. equuli 感染症は主に臍帯感染に起因し、生後
１ヶ月までの子馬に敗血症や本症例のような塞栓
性腎炎を引き起こす。本症例は2ヶ月齢ではある
が、病理組織学的特徴は A. equuli 感染症に一致す
る。近年、生産地では A. equuli 感染症が散発して
いることから、本症例は大変有意義なものであっ
た。

（越智章仁）

第106回 JPC スライドセミナー
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　農研機構動物衛生研究部門で開催された第211
回つくば病理談話会ならびに第106回JPCスライ
ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
394) 豚の大腸

【発生状況および臨床所見】
　症例は、豚、雑種、雌の 70 日齢で、400頭飼育の
肥育農場で飼育されていた。2016年6月初旬~8月
初旬にかけて、同農場では食欲不振を呈した後に
衰弱死する個体が散見された。同年9月、新たに導
入した60頭のうち9頭が同様の症状で斃死したた
め、3頭 (No.1~3) を病理解剖した。なお、これらの
豚にはオーエスキー病、豚胸膜肺炎、マイコプラズ
マおよび豚サーコウイルス2型のワクチンが接種
されていた。

【病原検査】
　No.1の個体の小腸上部～結腸から非溶血性
Escherichia coli (O8, O45、型別不能・eae保有) が多
量に分離された。No.2では、小腸上部から結腸およ
び腸間膜リンパ節で非溶血性 E. coli (型別不能・
eae未保有) が中等量から多量に分離された。No.3
では、小腸上部から結腸および腸間膜リンパ節か
ら非溶血性E. coli (O8、O139・eae遺伝子保有) なら
びにβ溶血性E. coli (O9、O147・STb・LT・F18遺伝
子保有) が分離された。なお、No1~3の盲腸と結腸
からは Brachyspira hyodysenteriae および B. 
pilosicoli の特異遺伝子は検出されなかった。

【肉眼および組織所見】
　No.1 の盲腸および結腸では、内容物は赤褐色粘
液様を呈し、粘膜の肥厚および多発性の出血が認

められた。No.2の盲腸から結腸の粘膜では、びまん
性の鬱血が認められた。No.3は死後変化により消
化管の観察が困難であった。
　No.1 の盲腸では、粘膜固有層における多病巣性
の出血が認められた。出血が認められない領域で
は、腸絨毛の短小化あるいは消失が散見され、残存
する絨毛表面にグラム陰性短桿菌が付着していた 
(AE様病変)。このようなAE様病変は、回盲部から直
腸において高頻度に認められた。粘膜固有層には、
リンパ球と形質細胞が軽度から中等度に浸潤して
いた。十二指腸では、腸絨毛に異常は認められな
かったものの、絨毛表面にグラム陰性桿菌の付着
が認められた。また、透過型電子顕微鏡を用いた検
索では、菌体に一致して腸上皮細胞はカップ様に
陥凹し、直下の細胞内にはアクチン線維の集積が
認められた。
　参加者より、本症例は AEEC による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。AEEC は人、豚、
牛などに腸炎を引き起こすことが知られている。
AEEC 感染では、小腸ならびに大腸粘膜上皮組織
の変性・壊死が認められ、上皮細胞の刷子縁の不明
瞭化および球桿菌の絨毛への付着 (AE 病変) が認
められる。超微形態学的には、菌体が付着した絨毛
の細胞表面は陥凹し、アクチン線維の集積が認め
られる (台座様構造)。馬においても、大腸菌感染に

第31回インフルエンザ研究者交流の会シンポジウム

　第31回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウムが、平成29年6月8日から10日にかけて、静
岡市産学交流センターにおいて開催された。以下
に、特に興味を引いた演題について、概要および感
想を記す。

○インフルエンザウイルスを吸着濃縮可能な糖鎖
プローブの開発

尾形　慎ら（福島工業高等専門学校）
　インフルエンザウイルスが宿主細胞に感染する
際には、ウイルスの表面に存在する蛋白質である
ヘマグルチニンが、宿主細胞表面のシアル酸と呼
ばれる糖に結合吸着することが必須である。演者
らは、このウイルスの性質を利用して、これまでに
合成が困難であった馬インフルエンザウイルスが
特異的に結合するN-グリコリルノイラミン酸
（Neu5Gc）型シアル酸を、ポリペプチド（γ-ポリグ
ルタミン酸）にクラスター状に多数配列結合させ
た糖鎖高分子化合物の合成を試み成功した。同化

合物による馬インフルエンザウイルス（H3N8）3
株に対する吸着能を評価するため、馬赤血球によ
る血球凝集抑制試験を行ったところ、ナノモー
ラーレベル（0.06～0.13µM）で血球凝集の抑制（血
球表面の天然シアル酸との競合阻害）が観察され、
馬インフルエンザウイルスが高率に同糖鎖高分子
に吸着されることが示された。次に、ウイルスと吸
着するNeu5Gcを保護しながら、同糖鎖高分子を担
体に固相化させるため、シアル酸とは離れた位置
にあるカルボキシ基にデシル基を導入して疎水性
を帯びさせてから、表面に疎水性を帯びさせた担
体（シリカ微粒子）とを有機溶媒中で混合し、相互
の疎水性を利用して結合させることを試みた。そ
の結果、Neu5Gcを表面にコーティングした微粒子
の作製に成功した。このNeu5Gcコーティング微粒
子を馬インフルエンザウイルスとの間で、4℃で
30分間反応させたところ、反応前のウイルスが最
大6.2倍にまで濃縮されていることがリアルタイ
ムRT-PCRにより確認された。

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

　このNeu5Gcコーティング微粒子を用いて、検査
前の臨床サンプル中の馬インフルエンザウイルス
を濃縮させることにより、簡易診断キットや遺伝
子診断などによる検出感度の向上を図ることが期
待される。また、演者らはNeu5Gc型だけではなく、
ヒトや鳥由来のインフルエンザウイルスが結合す
るN-アセチルノイラミン酸型などのさまざまな糖
鎖高分子のライブラリーを構築していることか
ら、微粒子へのコーティング技術と組み合わせる
ことにより、さまざまな動物由来のインフルエン
ザウイルスの吸着濃縮に応用することが可能であ
ると期待される。このことは、近年になり、通常の
培養法では増殖性が低く、血球凝集抑制試験の実
施が困難となっているヒトの香港風邪ウイルス
（H3N2）などへの応用も期待されるであろう。ま
た、ウイルスを吸着濃縮したあと、効率的にウイル
スを微粒子から外す方法についても確立させるこ
とができれば、臨床サンプルからのウイルス分離
の効率向上にも寄与するものと期待される。

○ヒト由来マクロファージ様細胞の活性化能に基
づくインフルエンザワクチンの免疫原性定量法の
構築

佐藤佳代子ら（国立感染症研究所）
　演者らは国家検定を通じて、インフルエンザワ
クチンの品質を管理する立場にある。インフルエ
ンザワクチンは、ヒトの季節性インフルエンザ予
防用のものであれ、馬インフルエンザ予防用を含
む動物用のものであれ、有効成分は不活化された
ウイルス株である（抗原とも呼ばれる）。しかし、有
効成分とはいうものの、抗原そのものが薬理効果
を生体内で発揮するわけではなく、生体内の免疫
系に提示された抗原により誘導された「抗体」が直
接的な薬理効果を示す。したがって、ワクチンはい
わゆるプロドラッグの一種である。現在のところ、
ワクチンの「力価（potency）」は、抗原であるウイル
スのヘマグルチニン（これに対する抗体がウイル
スの感染性を中和する抗体のほとんどを占めると
考えられている）の重量（µg/dose）で表現されて
いる。しかし、ヘマグルチニンの由来するウイルス
株によって、生体内での抗体産生量と接種した抗
原量との関係は必ずしも一定ではないことから、

ヘマグルチニンの重量で「力価」が表現されること
には違和感が残る。
　現在、行われているヒト用インフルエンザワク
チンの抗原定量法は、一元放射免疫拡散（Single 
radial immunodiffusion: SRD）試験と呼ばれるもの
であり、ヘマグルチニン量が既知の標準抗原と、そ
れで羊を免疫して得られた標準血清を用いて行わ
れる。標準抗原の階段希釈列を作製し、一定量の標
準血清を含んだ平板寒天に空けた穴に、各希釈抗
原をいれて反応させたのち、クマシーブルー染色
により抗原抗体複合物である沈降輪を染め出し
て、その面積を測定し検量線を引く。また、同時に
調べたいワクチンにも同様のことを行って沈降輪
の面積を測定し、検量線と照らし合わせて、ワクチ
ン中の抗原量、いわゆる「力価」を決定する。本試験
の利点としては、標準品を決められた一つの機関
が作製することにより、実施機関の間で標準化が
容易である点や、特殊な機械を要さないので発展
途上国でも実施しやすい点などがあげられてい
る。一方、欠点としては、1．先に示したように、ワ
クチンとしての「力価」をヘマグルチニンの重量で
表すことが適切なのか？という疑問が残されてい
ること、2．標準抗原や標準血清の作製に時間を要
すること（約4ヶ月といわれる）、さらには3．ア
ジュバントが入っている場合には適応できないこ
となどがあげられる。これらの欠点（特に2．と3．）
を克服するため、SDS-PAGEや質量分析などの物理
化学試験による代用も考えられたことがあるよう
だが、実施機関の間での標準化が困難であること
などの理由により実現していない。
　日本では、H5N1ウイルスによるパンデミック
のための備蓄ワクチンが製造されている（プレパ
ンデミックワクチンと呼ばれる）。このワクチン
は、不活化全粒子ワクチンでありアルミニウムア
ジュバントを含有している。また、パンデミック前
に使用可能になってこそのワクチンであることか
ら、その作製には迅速性が求められる。以上のこと
から、SRD試験による「力価」の測定は、プレパンデ
ミックワクチンには不向きである。そこで、演者ら
は、SRD試験に代替しうる「力価」の測定法として、
ヒト由来マクロファージ様細胞（THP 1細胞）株に
対するワクチン抗原の活性化能に基づいた免疫原

性の定量法構築を目指す研究を実施した。
　演者らが用いたTHP 1細胞株は2種類あり、抗原
刺激を受けると、一つは免疫グロブリンのκ鎖遺
伝子のエンハンサー領域に結合する蛋白質（NFκ
B）を、もう一つは免疫系サイトカインの一つであ
るインターフェロン（IFN）の制御因子を、それぞれ
発現する。いずれも、それら2種類の蛋白質を発現
すると同時にアルカリフォスファターゼ（ALP）を
分泌するように設計されている。そこで演者らは、
ワクチン抗原によってTHP1細胞を刺激したあと
に、培養上清中のALP濃度を測定すれば、抗原によ
る免疫刺激を定量できるとの仮説を立てた。その
結果、H5N1ウイルスの全粒子で各THP1細胞株を
刺激したところ、いずれのTHP1細胞株において
も、ALP濃度が用量依存的に変化した。このことか
ら、少なくとも、全粒子ワクチンではこれらの測定
法で、「力価」あるいは「免疫原性」の評価が可能で
あることが示された。一方、エーテル処理を受けた
精製ヘマグルチニンでTHP1細胞を刺激してみて
も、ALP量に変化が認められなかったことから、
エーテル処理を受ける季節性インフルエンザワク
チンには、不向きであることが示された。また、今
回の実験では、アジュバントが含まれない抗原を
用いて実施されたことから、アジュバントが測定
系に影響するのかは未知のままである。
　演者らの研究は、現状のワクチンの品質管理に
パラダイムシフトを起こす野心的な試みであり、
実用化にはさらなる時間を要するであろう。筆者
個人の感想ではあるが、ワクチンの「力価」あるい
は「免疫原性」を表現するには、抗原の重量よりも
演者らが開発に取り組んでいるマクロファージの
活性化能のほうがニュアンスの近さを感じる。

（山中隆史）

○高病原性鳥インフルエンザ～野生哺乳動物によ
る家禽へのウイルス伝播の可能性

笛吹達史（鳥取大学農学部）
　演者らは鳥インフルエンザの鶏舎への侵入経路
のひとつとして、野生哺乳動物に着目し、研究を
行っている。演者らの研究グループは、鶏舎に野生
動物が侵入しているかをカメラで調べたところ、
イエネズミ、イタチやネコなどが出入りしている

ことを確認した。これらの野生動物は卵を運び出
すベルトコンベヤーの開口部などから侵入してい
た。本演題ではイエネズミおよびイタチに鳥イン
フルエンザウイルスを実験感染させ、野生動物が
家禽へウイルスを伝播する可能性について検討し
た。
　人家やその周辺に生息するイエネズミは、ハツ
カネズミ、ドブネズミおよびクマネズミである。な
おマウスはハツカネズミ、ラットはドブネズミか
ら実験用に作出したものである。マウスにおける
致死量のウイルスを実験感染させたところ、3種
類のイエネズミは生存し、全身感染せずに呼吸器
にウイルスの分布が限局していた。感染実験に使
用したウイルス株によって異なるものの、実験後
にイエネズミのインフルエンザウイルスに対する
抗体価が上昇しており、ウイルスに感染していた。
ニホンイタチおよびチョウセンイタチへの感染実
験では、ほとんどの個体が生存するものの、死亡す
る個体も観察され、ウイルス排出も確認された。以
上のことから、インフルエンザウイルスに感染し
た野生動物が鶏舎へ侵入し、家禽へインフルエン
ザウイルスを伝播している可能性がある。野生動
物の鶏舎への侵入防止策をより強化することが重
要である。

○Direct  rea l - t ime  RT-LAMP 法を用いた 
multiplex POC 検査法の開発と地域感染症リアル
タイムサーベイランスへの応用

大場邦弘ら（公立昭和病院）
　本演題では、遺伝子診断法であるRT-LAMP法と
マルチウェル搭載マイクロ流路チップを組み合わ
せることにより、迅速・簡便に一度に多くの呼吸器
感染症ウイルスを診断可能な検査方法を開発した
ものであった。マルチウェル搭載マイクロ流路
チップにはその名のとおり多数のウェルがあり、
そのひとつひとつのウェルに乾燥したRT-LAMP
法の酵素などの試薬、および各種ウイルス遺伝子
を検出するためのプライマーセットが入ってい
る。このため同時に各種ウイルス検査を実施する
ことが可能となっている。同時に検出可能なウイ
ルスは、A型およびB型インフルエンザウイルス、
RSウイルスなどであった。なおプライマーのひと

つが蛍光標識されており、これにより感度および
特異性の向上を狙っている。当たり前であるが、プ
ライマーを変えることにより様々な病原体を検出
することができる。
　検査手順は以下のとおりである。まず抽出液に
鼻腔スワブなどの検体を入れ、検体処理を行う。そ
して検体処理液をチップに分注すると各ウェルに
液体がいきわたり、乾燥試薬と混ざる。RT-LAMP
反応および遺伝子増幅を検出するために専用の機

械にチップを入れ、30分程度反応を行い、判定す
る。検体処理からウイルス検出まで1時間以内で
実施することが可能である。検出感度はリアルタ
イムRT-PCR法と比較してやや劣るものの、特異度
は高く、迅速診断法として十分な診断能力がある
ものと考える。検体処理が非常に簡便で、かつ短時
間で多くの病原体を検査できるため、臨床現場で
有用な遺伝子検査法であると感じた。

（根本　学）

よる下痢症などが見られることから、大変参考に
なる症例であった。

2016-2-3 馬の腎臓
　症例は馬、ベルジャンウォームブラッド種、雌、
2ヶ月齢である。本症例は、下痢および発熱 (40℃
以上) を呈した。血液検査では、肝酵素値の上昇が
認められた。超音波検査では、結腸粘膜の肥厚が観
察された。
　解剖時、本症例の栄養状態は良好であったが、中
等度の脱水が認められた。腎皮質に、白色から灰色
の針頭大病巣が多数認められた。また、腎髄質は鬱
血していた。胸膜、心膜、胸腺および脾臓の被膜お
よび腸漿膜に点状出血が認められた。腸壁は水腫
性に肥厚していた。細菌学的検査では、腎臓から 
Actinobacillus equuli が分離された。
　病理組織学的検索では、腎皮質に微小膿瘍が多
病巣性に認められた。これらの病巣では、好塩基性

球桿菌のコロニーが糸球体毛細血管内にしばしば
認められた。炎症反応は周囲間質や髄質にも波及
し、尿細管の変性・壊死が観察された。以上の成績
から、本症例は急性、重度の塞栓性化膿性腎炎 
(Actinobacillus equuli 感染症) と診断された。
　Actinobacillus equuli は馬の口腔、消化管や生殖
器の常在細菌であり、溶血毒素 AE toxin (Aqx) を
保有する A. equuli subsp. hemolyticus と Aqx を
保有しない A. equuli subsp. equuli に分けられる。
A. equuli 感染症は主に臍帯感染に起因し、生後
１ヶ月までの子馬に敗血症や本症例のような塞栓
性腎炎を引き起こす。本症例は2ヶ月齢ではある
が、病理組織学的特徴は A. equuli 感染症に一致す
る。近年、生産地では A. equuli 感染症が散発して
いることから、本症例は大変有意義なものであっ
た。

（越智章仁）
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　第31回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウムが、平成29年6月8日から10日にかけて、静
岡市産学交流センターにおいて開催された。以下
に、特に興味を引いた演題について、概要および感
想を記す。

○インフルエンザウイルスを吸着濃縮可能な糖鎖
プローブの開発

尾形　慎ら（福島工業高等専門学校）
　インフルエンザウイルスが宿主細胞に感染する
際には、ウイルスの表面に存在する蛋白質である
ヘマグルチニンが、宿主細胞表面のシアル酸と呼
ばれる糖に結合吸着することが必須である。演者
らは、このウイルスの性質を利用して、これまでに
合成が困難であった馬インフルエンザウイルスが
特異的に結合するN-グリコリルノイラミン酸
（Neu5Gc）型シアル酸を、ポリペプチド（γ-ポリグ
ルタミン酸）にクラスター状に多数配列結合させ
た糖鎖高分子化合物の合成を試み成功した。同化

合物による馬インフルエンザウイルス（H3N8）3
株に対する吸着能を評価するため、馬赤血球によ
る血球凝集抑制試験を行ったところ、ナノモー
ラーレベル（0.06～0.13µM）で血球凝集の抑制（血
球表面の天然シアル酸との競合阻害）が観察され、
馬インフルエンザウイルスが高率に同糖鎖高分子
に吸着されることが示された。次に、ウイルスと吸
着するNeu5Gcを保護しながら、同糖鎖高分子を担
体に固相化させるため、シアル酸とは離れた位置
にあるカルボキシ基にデシル基を導入して疎水性
を帯びさせてから、表面に疎水性を帯びさせた担
体（シリカ微粒子）とを有機溶媒中で混合し、相互
の疎水性を利用して結合させることを試みた。そ
の結果、Neu5Gcを表面にコーティングした微粒子
の作製に成功した。このNeu5Gcコーティング微粒
子を馬インフルエンザウイルスとの間で、4℃で
30分間反応させたところ、反応前のウイルスが最
大6.2倍にまで濃縮されていることがリアルタイ
ムRT-PCRにより確認された。

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

　このNeu5Gcコーティング微粒子を用いて、検査
前の臨床サンプル中の馬インフルエンザウイルス
を濃縮させることにより、簡易診断キットや遺伝
子診断などによる検出感度の向上を図ることが期
待される。また、演者らはNeu5Gc型だけではなく、
ヒトや鳥由来のインフルエンザウイルスが結合す
るN-アセチルノイラミン酸型などのさまざまな糖
鎖高分子のライブラリーを構築していることか
ら、微粒子へのコーティング技術と組み合わせる
ことにより、さまざまな動物由来のインフルエン
ザウイルスの吸着濃縮に応用することが可能であ
ると期待される。このことは、近年になり、通常の
培養法では増殖性が低く、血球凝集抑制試験の実
施が困難となっているヒトの香港風邪ウイルス
（H3N2）などへの応用も期待されるであろう。ま
た、ウイルスを吸着濃縮したあと、効率的にウイル
スを微粒子から外す方法についても確立させるこ
とができれば、臨床サンプルからのウイルス分離
の効率向上にも寄与するものと期待される。

○ヒト由来マクロファージ様細胞の活性化能に基
づくインフルエンザワクチンの免疫原性定量法の
構築

佐藤佳代子ら（国立感染症研究所）
　演者らは国家検定を通じて、インフルエンザワ
クチンの品質を管理する立場にある。インフルエ
ンザワクチンは、ヒトの季節性インフルエンザ予
防用のものであれ、馬インフルエンザ予防用を含
む動物用のものであれ、有効成分は不活化された
ウイルス株である（抗原とも呼ばれる）。しかし、有
効成分とはいうものの、抗原そのものが薬理効果
を生体内で発揮するわけではなく、生体内の免疫
系に提示された抗原により誘導された「抗体」が直
接的な薬理効果を示す。したがって、ワクチンはい
わゆるプロドラッグの一種である。現在のところ、
ワクチンの「力価（potency）」は、抗原であるウイル
スのヘマグルチニン（これに対する抗体がウイル
スの感染性を中和する抗体のほとんどを占めると
考えられている）の重量（µg/dose）で表現されて
いる。しかし、ヘマグルチニンの由来するウイルス
株によって、生体内での抗体産生量と接種した抗
原量との関係は必ずしも一定ではないことから、

ヘマグルチニンの重量で「力価」が表現されること
には違和感が残る。
　現在、行われているヒト用インフルエンザワク
チンの抗原定量法は、一元放射免疫拡散（Single 
radial immunodiffusion: SRD）試験と呼ばれるもの
であり、ヘマグルチニン量が既知の標準抗原と、そ
れで羊を免疫して得られた標準血清を用いて行わ
れる。標準抗原の階段希釈列を作製し、一定量の標
準血清を含んだ平板寒天に空けた穴に、各希釈抗
原をいれて反応させたのち、クマシーブルー染色
により抗原抗体複合物である沈降輪を染め出し
て、その面積を測定し検量線を引く。また、同時に
調べたいワクチンにも同様のことを行って沈降輪
の面積を測定し、検量線と照らし合わせて、ワクチ
ン中の抗原量、いわゆる「力価」を決定する。本試験
の利点としては、標準品を決められた一つの機関
が作製することにより、実施機関の間で標準化が
容易である点や、特殊な機械を要さないので発展
途上国でも実施しやすい点などがあげられてい
る。一方、欠点としては、1．先に示したように、ワ
クチンとしての「力価」をヘマグルチニンの重量で
表すことが適切なのか？という疑問が残されてい
ること、2．標準抗原や標準血清の作製に時間を要
すること（約4ヶ月といわれる）、さらには3．ア
ジュバントが入っている場合には適応できないこ
となどがあげられる。これらの欠点（特に2．と3．）
を克服するため、SDS-PAGEや質量分析などの物理
化学試験による代用も考えられたことがあるよう
だが、実施機関の間での標準化が困難であること
などの理由により実現していない。
　日本では、H5N1ウイルスによるパンデミック
のための備蓄ワクチンが製造されている（プレパ
ンデミックワクチンと呼ばれる）。このワクチン
は、不活化全粒子ワクチンでありアルミニウムア
ジュバントを含有している。また、パンデミック前
に使用可能になってこそのワクチンであることか
ら、その作製には迅速性が求められる。以上のこと
から、SRD試験による「力価」の測定は、プレパンデ
ミックワクチンには不向きである。そこで、演者ら
は、SRD試験に代替しうる「力価」の測定法として、
ヒト由来マクロファージ様細胞（THP 1細胞）株に
対するワクチン抗原の活性化能に基づいた免疫原

性の定量法構築を目指す研究を実施した。
　演者らが用いたTHP 1細胞株は2種類あり、抗原
刺激を受けると、一つは免疫グロブリンのκ鎖遺
伝子のエンハンサー領域に結合する蛋白質（NFκ
B）を、もう一つは免疫系サイトカインの一つであ
るインターフェロン（IFN）の制御因子を、それぞれ
発現する。いずれも、それら2種類の蛋白質を発現
すると同時にアルカリフォスファターゼ（ALP）を
分泌するように設計されている。そこで演者らは、
ワクチン抗原によってTHP1細胞を刺激したあと
に、培養上清中のALP濃度を測定すれば、抗原によ
る免疫刺激を定量できるとの仮説を立てた。その
結果、H5N1ウイルスの全粒子で各THP1細胞株を
刺激したところ、いずれのTHP1細胞株において
も、ALP濃度が用量依存的に変化した。このことか
ら、少なくとも、全粒子ワクチンではこれらの測定
法で、「力価」あるいは「免疫原性」の評価が可能で
あることが示された。一方、エーテル処理を受けた
精製ヘマグルチニンでTHP1細胞を刺激してみて
も、ALP量に変化が認められなかったことから、
エーテル処理を受ける季節性インフルエンザワク
チンには、不向きであることが示された。また、今
回の実験では、アジュバントが含まれない抗原を
用いて実施されたことから、アジュバントが測定
系に影響するのかは未知のままである。
　演者らの研究は、現状のワクチンの品質管理に
パラダイムシフトを起こす野心的な試みであり、
実用化にはさらなる時間を要するであろう。筆者
個人の感想ではあるが、ワクチンの「力価」あるい
は「免疫原性」を表現するには、抗原の重量よりも
演者らが開発に取り組んでいるマクロファージの
活性化能のほうがニュアンスの近さを感じる。

（山中隆史）

○高病原性鳥インフルエンザ～野生哺乳動物によ
る家禽へのウイルス伝播の可能性

笛吹達史（鳥取大学農学部）
　演者らは鳥インフルエンザの鶏舎への侵入経路
のひとつとして、野生哺乳動物に着目し、研究を
行っている。演者らの研究グループは、鶏舎に野生
動物が侵入しているかをカメラで調べたところ、
イエネズミ、イタチやネコなどが出入りしている

ことを確認した。これらの野生動物は卵を運び出
すベルトコンベヤーの開口部などから侵入してい
た。本演題ではイエネズミおよびイタチに鳥イン
フルエンザウイルスを実験感染させ、野生動物が
家禽へウイルスを伝播する可能性について検討し
た。
　人家やその周辺に生息するイエネズミは、ハツ
カネズミ、ドブネズミおよびクマネズミである。な
おマウスはハツカネズミ、ラットはドブネズミか
ら実験用に作出したものである。マウスにおける
致死量のウイルスを実験感染させたところ、3種
類のイエネズミは生存し、全身感染せずに呼吸器
にウイルスの分布が限局していた。感染実験に使
用したウイルス株によって異なるものの、実験後
にイエネズミのインフルエンザウイルスに対する
抗体価が上昇しており、ウイルスに感染していた。
ニホンイタチおよびチョウセンイタチへの感染実
験では、ほとんどの個体が生存するものの、死亡す
る個体も観察され、ウイルス排出も確認された。以
上のことから、インフルエンザウイルスに感染し
た野生動物が鶏舎へ侵入し、家禽へインフルエン
ザウイルスを伝播している可能性がある。野生動
物の鶏舎への侵入防止策をより強化することが重
要である。

○Direct  rea l - t ime  RT-LAMP 法を用いた 
multiplex POC 検査法の開発と地域感染症リアル
タイムサーベイランスへの応用

大場邦弘ら（公立昭和病院）
　本演題では、遺伝子診断法であるRT-LAMP法と
マルチウェル搭載マイクロ流路チップを組み合わ
せることにより、迅速・簡便に一度に多くの呼吸器
感染症ウイルスを診断可能な検査方法を開発した
ものであった。マルチウェル搭載マイクロ流路
チップにはその名のとおり多数のウェルがあり、
そのひとつひとつのウェルに乾燥したRT-LAMP
法の酵素などの試薬、および各種ウイルス遺伝子
を検出するためのプライマーセットが入ってい
る。このため同時に各種ウイルス検査を実施する
ことが可能となっている。同時に検出可能なウイ
ルスは、A型およびB型インフルエンザウイルス、
RSウイルスなどであった。なおプライマーのひと

つが蛍光標識されており、これにより感度および
特異性の向上を狙っている。当たり前であるが、プ
ライマーを変えることにより様々な病原体を検出
することができる。
　検査手順は以下のとおりである。まず抽出液に
鼻腔スワブなどの検体を入れ、検体処理を行う。そ
して検体処理液をチップに分注すると各ウェルに
液体がいきわたり、乾燥試薬と混ざる。RT-LAMP
反応および遺伝子増幅を検出するために専用の機

械にチップを入れ、30分程度反応を行い、判定す
る。検体処理からウイルス検出まで1時間以内で
実施することが可能である。検出感度はリアルタ
イムRT-PCR法と比較してやや劣るものの、特異度
は高く、迅速診断法として十分な診断能力がある
ものと考える。検体処理が非常に簡便で、かつ短時
間で多くの病原体を検査できるため、臨床現場で
有用な遺伝子検査法であると感じた。

（根本　学）
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　第31回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウムが、平成29年6月8日から10日にかけて、静
岡市産学交流センターにおいて開催された。以下
に、特に興味を引いた演題について、概要および感
想を記す。

○インフルエンザウイルスを吸着濃縮可能な糖鎖
プローブの開発

尾形　慎ら（福島工業高等専門学校）
　インフルエンザウイルスが宿主細胞に感染する
際には、ウイルスの表面に存在する蛋白質である
ヘマグルチニンが、宿主細胞表面のシアル酸と呼
ばれる糖に結合吸着することが必須である。演者
らは、このウイルスの性質を利用して、これまでに
合成が困難であった馬インフルエンザウイルスが
特異的に結合するN-グリコリルノイラミン酸
（Neu5Gc）型シアル酸を、ポリペプチド（γ-ポリグ
ルタミン酸）にクラスター状に多数配列結合させ
た糖鎖高分子化合物の合成を試み成功した。同化

合物による馬インフルエンザウイルス（H3N8）3
株に対する吸着能を評価するため、馬赤血球によ
る血球凝集抑制試験を行ったところ、ナノモー
ラーレベル（0.06～0.13µM）で血球凝集の抑制（血
球表面の天然シアル酸との競合阻害）が観察され、
馬インフルエンザウイルスが高率に同糖鎖高分子
に吸着されることが示された。次に、ウイルスと吸
着するNeu5Gcを保護しながら、同糖鎖高分子を担
体に固相化させるため、シアル酸とは離れた位置
にあるカルボキシ基にデシル基を導入して疎水性
を帯びさせてから、表面に疎水性を帯びさせた担
体（シリカ微粒子）とを有機溶媒中で混合し、相互
の疎水性を利用して結合させることを試みた。そ
の結果、Neu5Gcを表面にコーティングした微粒子
の作製に成功した。このNeu5Gcコーティング微粒
子を馬インフルエンザウイルスとの間で、4℃で
30分間反応させたところ、反応前のウイルスが最
大6.2倍にまで濃縮されていることがリアルタイ
ムRT-PCRにより確認された。

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

　このNeu5Gcコーティング微粒子を用いて、検査
前の臨床サンプル中の馬インフルエンザウイルス
を濃縮させることにより、簡易診断キットや遺伝
子診断などによる検出感度の向上を図ることが期
待される。また、演者らはNeu5Gc型だけではなく、
ヒトや鳥由来のインフルエンザウイルスが結合す
るN-アセチルノイラミン酸型などのさまざまな糖
鎖高分子のライブラリーを構築していることか
ら、微粒子へのコーティング技術と組み合わせる
ことにより、さまざまな動物由来のインフルエン
ザウイルスの吸着濃縮に応用することが可能であ
ると期待される。このことは、近年になり、通常の
培養法では増殖性が低く、血球凝集抑制試験の実
施が困難となっているヒトの香港風邪ウイルス
（H3N2）などへの応用も期待されるであろう。ま
た、ウイルスを吸着濃縮したあと、効率的にウイル
スを微粒子から外す方法についても確立させるこ
とができれば、臨床サンプルからのウイルス分離
の効率向上にも寄与するものと期待される。

○ヒト由来マクロファージ様細胞の活性化能に基
づくインフルエンザワクチンの免疫原性定量法の
構築

佐藤佳代子ら（国立感染症研究所）
　演者らは国家検定を通じて、インフルエンザワ
クチンの品質を管理する立場にある。インフルエ
ンザワクチンは、ヒトの季節性インフルエンザ予
防用のものであれ、馬インフルエンザ予防用を含
む動物用のものであれ、有効成分は不活化された
ウイルス株である（抗原とも呼ばれる）。しかし、有
効成分とはいうものの、抗原そのものが薬理効果
を生体内で発揮するわけではなく、生体内の免疫
系に提示された抗原により誘導された「抗体」が直
接的な薬理効果を示す。したがって、ワクチンはい
わゆるプロドラッグの一種である。現在のところ、
ワクチンの「力価（potency）」は、抗原であるウイル
スのヘマグルチニン（これに対する抗体がウイル
スの感染性を中和する抗体のほとんどを占めると
考えられている）の重量（µg/dose）で表現されて
いる。しかし、ヘマグルチニンの由来するウイルス
株によって、生体内での抗体産生量と接種した抗
原量との関係は必ずしも一定ではないことから、

ヘマグルチニンの重量で「力価」が表現されること
には違和感が残る。
　現在、行われているヒト用インフルエンザワク
チンの抗原定量法は、一元放射免疫拡散（Single 
radial immunodiffusion: SRD）試験と呼ばれるもの
であり、ヘマグルチニン量が既知の標準抗原と、そ
れで羊を免疫して得られた標準血清を用いて行わ
れる。標準抗原の階段希釈列を作製し、一定量の標
準血清を含んだ平板寒天に空けた穴に、各希釈抗
原をいれて反応させたのち、クマシーブルー染色
により抗原抗体複合物である沈降輪を染め出し
て、その面積を測定し検量線を引く。また、同時に
調べたいワクチンにも同様のことを行って沈降輪
の面積を測定し、検量線と照らし合わせて、ワクチ
ン中の抗原量、いわゆる「力価」を決定する。本試験
の利点としては、標準品を決められた一つの機関
が作製することにより、実施機関の間で標準化が
容易である点や、特殊な機械を要さないので発展
途上国でも実施しやすい点などがあげられてい
る。一方、欠点としては、1．先に示したように、ワ
クチンとしての「力価」をヘマグルチニンの重量で
表すことが適切なのか？という疑問が残されてい
ること、2．標準抗原や標準血清の作製に時間を要
すること（約4ヶ月といわれる）、さらには3．ア
ジュバントが入っている場合には適応できないこ
となどがあげられる。これらの欠点（特に2．と3．）
を克服するため、SDS-PAGEや質量分析などの物理
化学試験による代用も考えられたことがあるよう
だが、実施機関の間での標準化が困難であること
などの理由により実現していない。
　日本では、H5N1ウイルスによるパンデミック
のための備蓄ワクチンが製造されている（プレパ
ンデミックワクチンと呼ばれる）。このワクチン
は、不活化全粒子ワクチンでありアルミニウムア
ジュバントを含有している。また、パンデミック前
に使用可能になってこそのワクチンであることか
ら、その作製には迅速性が求められる。以上のこと
から、SRD試験による「力価」の測定は、プレパンデ
ミックワクチンには不向きである。そこで、演者ら
は、SRD試験に代替しうる「力価」の測定法として、
ヒト由来マクロファージ様細胞（THP 1細胞）株に
対するワクチン抗原の活性化能に基づいた免疫原

性の定量法構築を目指す研究を実施した。
　演者らが用いたTHP 1細胞株は2種類あり、抗原
刺激を受けると、一つは免疫グロブリンのκ鎖遺
伝子のエンハンサー領域に結合する蛋白質（NFκ
B）を、もう一つは免疫系サイトカインの一つであ
るインターフェロン（IFN）の制御因子を、それぞれ
発現する。いずれも、それら2種類の蛋白質を発現
すると同時にアルカリフォスファターゼ（ALP）を
分泌するように設計されている。そこで演者らは、
ワクチン抗原によってTHP1細胞を刺激したあと
に、培養上清中のALP濃度を測定すれば、抗原によ
る免疫刺激を定量できるとの仮説を立てた。その
結果、H5N1ウイルスの全粒子で各THP1細胞株を
刺激したところ、いずれのTHP1細胞株において
も、ALP濃度が用量依存的に変化した。このことか
ら、少なくとも、全粒子ワクチンではこれらの測定
法で、「力価」あるいは「免疫原性」の評価が可能で
あることが示された。一方、エーテル処理を受けた
精製ヘマグルチニンでTHP1細胞を刺激してみて
も、ALP量に変化が認められなかったことから、
エーテル処理を受ける季節性インフルエンザワク
チンには、不向きであることが示された。また、今
回の実験では、アジュバントが含まれない抗原を
用いて実施されたことから、アジュバントが測定
系に影響するのかは未知のままである。
　演者らの研究は、現状のワクチンの品質管理に
パラダイムシフトを起こす野心的な試みであり、
実用化にはさらなる時間を要するであろう。筆者
個人の感想ではあるが、ワクチンの「力価」あるい
は「免疫原性」を表現するには、抗原の重量よりも
演者らが開発に取り組んでいるマクロファージの
活性化能のほうがニュアンスの近さを感じる。

（山中隆史）

○高病原性鳥インフルエンザ～野生哺乳動物によ
る家禽へのウイルス伝播の可能性

笛吹達史（鳥取大学農学部）
　演者らは鳥インフルエンザの鶏舎への侵入経路
のひとつとして、野生哺乳動物に着目し、研究を
行っている。演者らの研究グループは、鶏舎に野生
動物が侵入しているかをカメラで調べたところ、
イエネズミ、イタチやネコなどが出入りしている

ことを確認した。これらの野生動物は卵を運び出
すベルトコンベヤーの開口部などから侵入してい
た。本演題ではイエネズミおよびイタチに鳥イン
フルエンザウイルスを実験感染させ、野生動物が
家禽へウイルスを伝播する可能性について検討し
た。
　人家やその周辺に生息するイエネズミは、ハツ
カネズミ、ドブネズミおよびクマネズミである。な
おマウスはハツカネズミ、ラットはドブネズミか
ら実験用に作出したものである。マウスにおける
致死量のウイルスを実験感染させたところ、3種
類のイエネズミは生存し、全身感染せずに呼吸器
にウイルスの分布が限局していた。感染実験に使
用したウイルス株によって異なるものの、実験後
にイエネズミのインフルエンザウイルスに対する
抗体価が上昇しており、ウイルスに感染していた。
ニホンイタチおよびチョウセンイタチへの感染実
験では、ほとんどの個体が生存するものの、死亡す
る個体も観察され、ウイルス排出も確認された。以
上のことから、インフルエンザウイルスに感染し
た野生動物が鶏舎へ侵入し、家禽へインフルエン
ザウイルスを伝播している可能性がある。野生動
物の鶏舎への侵入防止策をより強化することが重
要である。

○Direct  rea l - t ime  RT-LAMP 法を用いた 
multiplex POC 検査法の開発と地域感染症リアル
タイムサーベイランスへの応用

大場邦弘ら（公立昭和病院）
　本演題では、遺伝子診断法であるRT-LAMP法と
マルチウェル搭載マイクロ流路チップを組み合わ
せることにより、迅速・簡便に一度に多くの呼吸器
感染症ウイルスを診断可能な検査方法を開発した
ものであった。マルチウェル搭載マイクロ流路
チップにはその名のとおり多数のウェルがあり、
そのひとつひとつのウェルに乾燥したRT-LAMP
法の酵素などの試薬、および各種ウイルス遺伝子
を検出するためのプライマーセットが入ってい
る。このため同時に各種ウイルス検査を実施する
ことが可能となっている。同時に検出可能なウイ
ルスは、A型およびB型インフルエンザウイルス、
RSウイルスなどであった。なおプライマーのひと

つが蛍光標識されており、これにより感度および
特異性の向上を狙っている。当たり前であるが、プ
ライマーを変えることにより様々な病原体を検出
することができる。
　検査手順は以下のとおりである。まず抽出液に
鼻腔スワブなどの検体を入れ、検体処理を行う。そ
して検体処理液をチップに分注すると各ウェルに
液体がいきわたり、乾燥試薬と混ざる。RT-LAMP
反応および遺伝子増幅を検出するために専用の機

械にチップを入れ、30分程度反応を行い、判定す
る。検体処理からウイルス検出まで1時間以内で
実施することが可能である。検出感度はリアルタ
イムRT-PCR法と比較してやや劣るものの、特異度
は高く、迅速診断法として十分な診断能力がある
ものと考える。検体処理が非常に簡便で、かつ短時
間で多くの病原体を検査できるため、臨床現場で
有用な遺伝子検査法であると感じた。

（根本　学）
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　第31回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウムが、平成29年6月8日から10日にかけて、静
岡市産学交流センターにおいて開催された。以下
に、特に興味を引いた演題について、概要および感
想を記す。

○インフルエンザウイルスを吸着濃縮可能な糖鎖
プローブの開発

尾形　慎ら（福島工業高等専門学校）
　インフルエンザウイルスが宿主細胞に感染する
際には、ウイルスの表面に存在する蛋白質である
ヘマグルチニンが、宿主細胞表面のシアル酸と呼
ばれる糖に結合吸着することが必須である。演者
らは、このウイルスの性質を利用して、これまでに
合成が困難であった馬インフルエンザウイルスが
特異的に結合するN-グリコリルノイラミン酸
（Neu5Gc）型シアル酸を、ポリペプチド（γ-ポリグ
ルタミン酸）にクラスター状に多数配列結合させ
た糖鎖高分子化合物の合成を試み成功した。同化

合物による馬インフルエンザウイルス（H3N8）3
株に対する吸着能を評価するため、馬赤血球によ
る血球凝集抑制試験を行ったところ、ナノモー
ラーレベル（0.06～0.13µM）で血球凝集の抑制（血
球表面の天然シアル酸との競合阻害）が観察され、
馬インフルエンザウイルスが高率に同糖鎖高分子
に吸着されることが示された。次に、ウイルスと吸
着するNeu5Gcを保護しながら、同糖鎖高分子を担
体に固相化させるため、シアル酸とは離れた位置
にあるカルボキシ基にデシル基を導入して疎水性
を帯びさせてから、表面に疎水性を帯びさせた担
体（シリカ微粒子）とを有機溶媒中で混合し、相互
の疎水性を利用して結合させることを試みた。そ
の結果、Neu5Gcを表面にコーティングした微粒子
の作製に成功した。このNeu5Gcコーティング微粒
子を馬インフルエンザウイルスとの間で、4℃で
30分間反応させたところ、反応前のウイルスが最
大6.2倍にまで濃縮されていることがリアルタイ
ムRT-PCRにより確認された。

第94回日本獣医麻酔外科学会

　平成29年6月16～18日に大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催された第94回日本獣医麻酔外科
学会に参加したので、その概要を報告します。

○馬のプロポフォール麻酔導入の回顧的調査
池田耀子ら（麻布大学）

　関節鏡手術・開腹術などを実施した馬25頭にメ
デトミジン0.01 mg/kg i.v.による鎮静後、ミダゾ
ラム0.06 mg/kg ＋ プロポフォール（Pro）3 
mg/kg i.v.により導入し、イソフルラン吸入麻酔で
維持した。倒馬は馬のProでの導入の特徴であるパ
ドリングが確認されたが、短時間かつ制御も容易
であり、倒馬後の手術台への移動もスムーズに行
われた。覚醒に関しては起立後の筋肉振戦などは
確認されたが、平均的に良好な覚醒スコアであっ
た。以上のことから、Proは馬の麻酔導入薬として、
有用かつ安全性の高い薬であると結論づけてい
る。
　かなりの量のミダゾラムを投与しているので、
ケタミンで導入したほうが安全なのではないかと
思い、あえてProを使用する根拠を質問したが、麻
薬使用の手続きが煩雑との理由で、ケタミンは使
用していないとのこと。ただ、大学など　の施設で
あれば、麻薬免許の取得はさほど面倒ではなく、ま
た、積極的に術後鎮痛に麻薬を使用すべきとの流
れの中で、手続きの煩雑さを理由に麻薬の使用を
避けるのは問題だと思う。また、本実験では吸入麻
酔で維持しているので、覚醒の質が良いというPro

の利点を生かせていない点も残念であった。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢胞（SC）内ステロイ
ド投与を行った85症例は、掻爬術を行った85症例
よりも術後成績が劣っており、中にはステロイド
の副作用によると思われた術後の関節疾患が認め
られた症例もあったため、詳しい回顧的調査を
行った。不出走の症例に認められた関節腔の狭小
化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の副
作用と思われた重篤な術後合併症であり、長期に
慢性的な跛行を呈し予後は悪かった。これらの術
後合併症の発生頻度は、掻爬術よりも明らかに高
かった。これらの結果を踏まえ、社台ホースクリ
ニックでは、若齢サラブレッドのSCに対してはス
テロイド投与法を取りやめ、従来の掻爬術あるい
は新たな手術手技であるTranscondylar Screw手
術を実施している。
　本症例は現役の競走馬では見られない症例であ
り、トレセンでこの手術を実施する機会はない。た
だ、社台ホースクリニックには獣医師は5名しか
所属していないにもかかわらず、毎回のように本
学会で手術成績の回顧調査結果を発表している。
新しい手術手技を導入する際は、必ず従来の手術
手技と比較検討する必要があるが、この地道な作
業を忠実に行っていることが、社台ホースクリ

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

ニックの技術の高さを維持しているのであろう。
（太田　稔）

○呼吸性アシドーシスモデルビーグル犬における
コルホルシンダロパートの循環動態への効果

伊丹貴晴ら（北海道大学）
　コルホルシンダロパート（COLF）はアデニル酸
シクラーゼを賦活化することで細胞内cAMPを増
加させ、強心・血管拡張作用を得る薬剤である。健
常犬において、肺動脈圧（PAP）の上昇を伴わずに、
用量依存性に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗
を低下させることが報告されており、肺水腫など
により呼吸性アシドーシスを伴っている症例で循
環状態を改善させる目的で有用であることが期待
されている。本研究では、COLFあるいはドブタミ
ンの投与量を段階的に増加させることにより、二
酸化炭素吸入により作成した呼吸性アシドーシス
モデルにおける循環動態への効果を比較検討し
た。その結果、in vitroのデータに比較して作用は減
弱されるものの、呼吸性アシドーシスモデル犬に
おいても、肺動脈圧の上昇を伴わずに、用量依存性
に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗を低下させ
ることが明らかとなった。一方、ドブタミンの増量
時においては、PAPは有意に上昇した。ウマにおい
て、開腹術が適応となるような循環状態が悪化し
た症例においては、アシドーシスを呈しているこ
とがしばしばある。ウマにおけるCOLFの有用性は
不明だが、血管抵抗およびPAPを上昇させること
なく心拍出量を上昇させるCOLFは、循環改善薬の
1つとして有用かもしれないと感じた。

【パネルディスカッション】
○術前/麻酔前検査について考える
1．開業での考え方

久山昌之（久山獣医科病院）
2．大学での考え方

神野信夫（日本獣医生命科学大学）
　本ディスカッションが開催された経緯は、本邦
における犬の麻酔関連死亡率が諸外国に比較して
高く、麻酔前検査により検出可能な項目が麻酔関
連死亡に関与することが明らかとなったことか
ら、一次および二次診療施設における麻酔前検査

の概要および注意事項を紹介することになったも
のである。両者とも強調していたことは、身体検査
および患者の背景を正確に引き出す問診（食欲・下
痢の有無など）の重要性である。もちろん、検査結
果の各項目を軽視してはならないが、手術を行お
うとしている動物の、原疾患、原疾患に関連する可
能性がある疾患、その他示している臨床症状を見
逃すことなく抽出する検査こそ、手術延期の判断
や安全な麻酔計画立案のために重要であるとの見
解であった。また、確実な麻酔前検査を実現するた
めには、診療スタッフの外科手術・全身麻酔に対す
る意識を高めること、統一することも重要である
とのことであった。ディスカッションでは、飼い主
の経済的負担も鑑みて、網羅的に検査を実施する
のではなく、症例ごとに検査内容を検討している
という紹介もあった。JRAの臨床現場における術
前検査について考えてみると、飼い主と直接向き
合う機会がないためか、小動物診療施設に比較し
てコストに注意を払うという概念は希薄であると
感じた。また、コストを意識するからこそ、検査に
対する考え方および検査結果に対する解釈の質が
向上し、獣医師のスキルアップが図れるメリット
があると感じた。今回のディスカッションに触れ
ることで、普段の診療業務では機械的になりがち
な麻酔前検査の重要性を再認識することができ
た。

（徳重裕貴）

○管近位部の立位MRI検査を実施したサラブレッ
ド種競走馬の12例
溝部文彬ら（JRA栗東トレーニング・センター）

　競走馬に認められる管近位部の異常には、繋靭
帯起始部の骨炎症や剥離骨折、起始部の繋靭帯炎
あるいは深屈腱支持靭帯炎などが含まれる。一般
に、管近位部の異常が疑われる場合、X線検査や超
音波検査が画像診断に用いられるが、繋靭帯起始
部の剥離骨折については第三中手骨近位部のX線
透過性の変化が特徴的な所見とされる。一方、不完
全骨折においては異常所見を欠く場合がある。ま
た、管近位部の超音波検査においては繋靭帯実質
および第三中手骨掌側面の不整を評価するが、や
や客観性を欠くことが課題とされている。そこで

著者らは、近年導入したオープンガントリー式低
磁場立位MRI（sMRI :0 .27テスラ永久磁石型
Hallmarq Equine Limbscanner®）を用いて競走馬
に認められた管近位部の異常について診断した成
績を報告していた。
　著者らは、跛行ならびに管近位部に触診痛を認
めた12頭の競走馬（2.9±1.2歳, 検査部位は右前肢
6頭、左前肢6頭）について管近位部のsMRI検査を
実施し、MRI所見ならびに既存の画像診断装置と
比較した。
　結果、7頭で第3中手骨近位掌側面に異常所見を
認めた（陽性群）。陽性群のうち6頭でX線検査ある
いは超音波検査において異常所見を認めた。また、
陽性群のうち4頭が競走復帰した。一方、sMRI検査
において異常が認められなかった5頭（陰性群）は
全て競走に復帰した。
　陽性群のsMRI検査において認められた異常所
見は、第三中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画
像での低信号、T2*強調画像での等～高信号と周
囲の無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号で
あり、全ての馬で共通していたと述べていた。この
特徴的な画像所見は、骨炎症の際にみられるBone 
Marrow Oedema-type（BMO-t）信号変化と一致し、
炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起因した骨髄
内の一過性の水分量の増加、あるいは水素原子核
を有する液体などによる骨髄内脂肪成分の置換を
示唆する所見と考察していた。また、一定期間後に
再sMRI検査を実施した陽性群の4頭のうち、3頭に
ついてはBMO-t信号変化に改善傾向が認められた
ことを報告し、管近位部の骨炎症の有無ならびに
治癒過程の評価においてsMRI検査が有用である
と結論した。今後は症例数を増やし、管近位部の異
常が疑われる競走馬の休養期間の判断における
sMRI検査の有用性について更なる検討を行うと
のことで、更なる研究の発展に期待する。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞（以下SC）は若
齢サラブレッドに発生することが多く、後肢跛行
の原因となり得る重要な発育期整形外科疾患の一

つである。著者らの先行研究では、SCの治療とし
てSC内にステロイド投与を行った85症例と、掻爬
術を行った85症例について治療後の競走への出
走の可否について比較し、SC内ステロイド投与を
行った症例は、掻爬術を行った症例よりも術後成
績が劣っていることを報告していた。そこで、本研
究ではSC内ステロイド投与を行った症例のうち
競走への出走ができなかった症例に対して詳しい
回顧的調査を行い、その成績の概要を報告した。
　症例は2008年から2016年までに、関節鏡視下
SC内へのステロイド局所投与（トリアムシロノン
アセトニド20～40 mg）を行った86頭で、手術記
録と術後成績調査結果をもとに回顧的調査を実施
した。症例の性別は雄・雌ほぼ同数、手術時の月齢
は6～31ヶ月齢（約半数が16～21ヶ月齢）、患肢は
右側に多く発症する傾向が認められた。麻酔時間
は平均47.9分、術後経過が思わしくなく再手術し
た症例は6頭であった。約7割の症例が出走できた
が、術後不出走だった症例は28頭（32.6%）であり、
そのうち27頭について追跡調査を実施した。
　術後のレントゲン検査において関節腔の狭小化
が疑われた症例は21頭（75％）で、早い症例では術
後2ヶ月の時点で狭小化が判明した。SCの大きさ
に関しては、ステロイド投与後に変化しなかった
症例が21頭（75%）、拡大した症例は3頭（10.7%）お
よび縮小した症例は3頭（10.7％）であった。また
SC周囲の硬化像は15頭（53.5%）で認められた。歩
様の改善が認められないため、術後に超音波検査
を実施した症例9頭中7頭で、内側半月板の形態変
化、低エコー領域の増加や逸脱が認められ、いずれ
の症例もレントゲン検査で関節腔の狭小化を確認
した。
　術後の経過が悪かった6頭は予後不良と診断さ
れ病理解剖検査を実施した。全頭で大腿骨遠位内
側顆における中等度から重度の軟骨欠損が認め、
そのうち2頭では外側顆にも軽度の軟骨の変形が
観察した。大腿骨遠位内側顆の軟骨欠損が重度
だった4頭では脛骨近位内側顆にも軟骨欠損を認
めた。また全頭の内側半月板には、半月板構造の破
壊を伴う重度の損傷（変性断裂）が認められ、その
うち1頭では外側半月板にも損傷が観察された。
病理解剖された全ての症例のSC内部は線維性組

織で充たされていたが、肉眼的な骨化の兆候は観
察されなかった。
　演者らは不出走の症例に認められた関節腔の狭
小化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の
副作用と思われた重篤な術後合併症と考えてお
り、これらの術後合併症の発生頻度は掻爬術を実
施した症例よりもステロイドを投与した症例のほ
うが高かったと報告した。しかし、ステロイドの
SC内投与と今回認められた術後合併症の因果関

係については不明である。ただし、演者らの言うと
おり若齢馬の関節疾患に対するステロイドの局所
投与については、慎重に検討すべき課題であると
思われた。最後に、現在、演者らはこの調査結果を
踏まえて、若齢サラブレッドのSCに対してはステ
ロイド投与法を取り止め、従来の掻爬術あるいは
新たな手術手技であるTranscondylar Screw手術
を実施していると締めくくった。

（笠嶋快周）

　このNeu5Gcコーティング微粒子を用いて、検査
前の臨床サンプル中の馬インフルエンザウイルス
を濃縮させることにより、簡易診断キットや遺伝
子診断などによる検出感度の向上を図ることが期
待される。また、演者らはNeu5Gc型だけではなく、
ヒトや鳥由来のインフルエンザウイルスが結合す
るN-アセチルノイラミン酸型などのさまざまな糖
鎖高分子のライブラリーを構築していることか
ら、微粒子へのコーティング技術と組み合わせる
ことにより、さまざまな動物由来のインフルエン
ザウイルスの吸着濃縮に応用することが可能であ
ると期待される。このことは、近年になり、通常の
培養法では増殖性が低く、血球凝集抑制試験の実
施が困難となっているヒトの香港風邪ウイルス
（H3N2）などへの応用も期待されるであろう。ま
た、ウイルスを吸着濃縮したあと、効率的にウイル
スを微粒子から外す方法についても確立させるこ
とができれば、臨床サンプルからのウイルス分離
の効率向上にも寄与するものと期待される。

○ヒト由来マクロファージ様細胞の活性化能に基
づくインフルエンザワクチンの免疫原性定量法の
構築

佐藤佳代子ら（国立感染症研究所）
　演者らは国家検定を通じて、インフルエンザワ
クチンの品質を管理する立場にある。インフルエ
ンザワクチンは、ヒトの季節性インフルエンザ予
防用のものであれ、馬インフルエンザ予防用を含
む動物用のものであれ、有効成分は不活化された
ウイルス株である（抗原とも呼ばれる）。しかし、有
効成分とはいうものの、抗原そのものが薬理効果
を生体内で発揮するわけではなく、生体内の免疫
系に提示された抗原により誘導された「抗体」が直
接的な薬理効果を示す。したがって、ワクチンはい
わゆるプロドラッグの一種である。現在のところ、
ワクチンの「力価（potency）」は、抗原であるウイル
スのヘマグルチニン（これに対する抗体がウイル
スの感染性を中和する抗体のほとんどを占めると
考えられている）の重量（µg/dose）で表現されて
いる。しかし、ヘマグルチニンの由来するウイルス
株によって、生体内での抗体産生量と接種した抗
原量との関係は必ずしも一定ではないことから、

ヘマグルチニンの重量で「力価」が表現されること
には違和感が残る。
　現在、行われているヒト用インフルエンザワク
チンの抗原定量法は、一元放射免疫拡散（Single 
radial immunodiffusion: SRD）試験と呼ばれるもの
であり、ヘマグルチニン量が既知の標準抗原と、そ
れで羊を免疫して得られた標準血清を用いて行わ
れる。標準抗原の階段希釈列を作製し、一定量の標
準血清を含んだ平板寒天に空けた穴に、各希釈抗
原をいれて反応させたのち、クマシーブルー染色
により抗原抗体複合物である沈降輪を染め出し
て、その面積を測定し検量線を引く。また、同時に
調べたいワクチンにも同様のことを行って沈降輪
の面積を測定し、検量線と照らし合わせて、ワクチ
ン中の抗原量、いわゆる「力価」を決定する。本試験
の利点としては、標準品を決められた一つの機関
が作製することにより、実施機関の間で標準化が
容易である点や、特殊な機械を要さないので発展
途上国でも実施しやすい点などがあげられてい
る。一方、欠点としては、1．先に示したように、ワ
クチンとしての「力価」をヘマグルチニンの重量で
表すことが適切なのか？という疑問が残されてい
ること、2．標準抗原や標準血清の作製に時間を要
すること（約4ヶ月といわれる）、さらには3．ア
ジュバントが入っている場合には適応できないこ
となどがあげられる。これらの欠点（特に2．と3．）
を克服するため、SDS-PAGEや質量分析などの物理
化学試験による代用も考えられたことがあるよう
だが、実施機関の間での標準化が困難であること
などの理由により実現していない。
　日本では、H5N1ウイルスによるパンデミック
のための備蓄ワクチンが製造されている（プレパ
ンデミックワクチンと呼ばれる）。このワクチン
は、不活化全粒子ワクチンでありアルミニウムア
ジュバントを含有している。また、パンデミック前
に使用可能になってこそのワクチンであることか
ら、その作製には迅速性が求められる。以上のこと
から、SRD試験による「力価」の測定は、プレパンデ
ミックワクチンには不向きである。そこで、演者ら
は、SRD試験に代替しうる「力価」の測定法として、
ヒト由来マクロファージ様細胞（THP 1細胞）株に
対するワクチン抗原の活性化能に基づいた免疫原

性の定量法構築を目指す研究を実施した。
　演者らが用いたTHP 1細胞株は2種類あり、抗原
刺激を受けると、一つは免疫グロブリンのκ鎖遺
伝子のエンハンサー領域に結合する蛋白質（NFκ
B）を、もう一つは免疫系サイトカインの一つであ
るインターフェロン（IFN）の制御因子を、それぞれ
発現する。いずれも、それら2種類の蛋白質を発現
すると同時にアルカリフォスファターゼ（ALP）を
分泌するように設計されている。そこで演者らは、
ワクチン抗原によってTHP1細胞を刺激したあと
に、培養上清中のALP濃度を測定すれば、抗原によ
る免疫刺激を定量できるとの仮説を立てた。その
結果、H5N1ウイルスの全粒子で各THP1細胞株を
刺激したところ、いずれのTHP1細胞株において
も、ALP濃度が用量依存的に変化した。このことか
ら、少なくとも、全粒子ワクチンではこれらの測定
法で、「力価」あるいは「免疫原性」の評価が可能で
あることが示された。一方、エーテル処理を受けた
精製ヘマグルチニンでTHP1細胞を刺激してみて
も、ALP量に変化が認められなかったことから、
エーテル処理を受ける季節性インフルエンザワク
チンには、不向きであることが示された。また、今
回の実験では、アジュバントが含まれない抗原を
用いて実施されたことから、アジュバントが測定
系に影響するのかは未知のままである。
　演者らの研究は、現状のワクチンの品質管理に
パラダイムシフトを起こす野心的な試みであり、
実用化にはさらなる時間を要するであろう。筆者
個人の感想ではあるが、ワクチンの「力価」あるい
は「免疫原性」を表現するには、抗原の重量よりも
演者らが開発に取り組んでいるマクロファージの
活性化能のほうがニュアンスの近さを感じる。

（山中隆史）

○高病原性鳥インフルエンザ～野生哺乳動物によ
る家禽へのウイルス伝播の可能性

笛吹達史（鳥取大学農学部）
　演者らは鳥インフルエンザの鶏舎への侵入経路
のひとつとして、野生哺乳動物に着目し、研究を
行っている。演者らの研究グループは、鶏舎に野生
動物が侵入しているかをカメラで調べたところ、
イエネズミ、イタチやネコなどが出入りしている

ことを確認した。これらの野生動物は卵を運び出
すベルトコンベヤーの開口部などから侵入してい
た。本演題ではイエネズミおよびイタチに鳥イン
フルエンザウイルスを実験感染させ、野生動物が
家禽へウイルスを伝播する可能性について検討し
た。
　人家やその周辺に生息するイエネズミは、ハツ
カネズミ、ドブネズミおよびクマネズミである。な
おマウスはハツカネズミ、ラットはドブネズミか
ら実験用に作出したものである。マウスにおける
致死量のウイルスを実験感染させたところ、3種
類のイエネズミは生存し、全身感染せずに呼吸器
にウイルスの分布が限局していた。感染実験に使
用したウイルス株によって異なるものの、実験後
にイエネズミのインフルエンザウイルスに対する
抗体価が上昇しており、ウイルスに感染していた。
ニホンイタチおよびチョウセンイタチへの感染実
験では、ほとんどの個体が生存するものの、死亡す
る個体も観察され、ウイルス排出も確認された。以
上のことから、インフルエンザウイルスに感染し
た野生動物が鶏舎へ侵入し、家禽へインフルエン
ザウイルスを伝播している可能性がある。野生動
物の鶏舎への侵入防止策をより強化することが重
要である。

○Direct  rea l - t ime  RT-LAMP 法を用いた 
multiplex POC 検査法の開発と地域感染症リアル
タイムサーベイランスへの応用

大場邦弘ら（公立昭和病院）
　本演題では、遺伝子診断法であるRT-LAMP法と
マルチウェル搭載マイクロ流路チップを組み合わ
せることにより、迅速・簡便に一度に多くの呼吸器
感染症ウイルスを診断可能な検査方法を開発した
ものであった。マルチウェル搭載マイクロ流路
チップにはその名のとおり多数のウェルがあり、
そのひとつひとつのウェルに乾燥したRT-LAMP
法の酵素などの試薬、および各種ウイルス遺伝子
を検出するためのプライマーセットが入ってい
る。このため同時に各種ウイルス検査を実施する
ことが可能となっている。同時に検出可能なウイ
ルスは、A型およびB型インフルエンザウイルス、
RSウイルスなどであった。なおプライマーのひと

つが蛍光標識されており、これにより感度および
特異性の向上を狙っている。当たり前であるが、プ
ライマーを変えることにより様々な病原体を検出
することができる。
　検査手順は以下のとおりである。まず抽出液に
鼻腔スワブなどの検体を入れ、検体処理を行う。そ
して検体処理液をチップに分注すると各ウェルに
液体がいきわたり、乾燥試薬と混ざる。RT-LAMP
反応および遺伝子増幅を検出するために専用の機

械にチップを入れ、30分程度反応を行い、判定す
る。検体処理からウイルス検出まで1時間以内で
実施することが可能である。検出感度はリアルタ
イムRT-PCR法と比較してやや劣るものの、特異度
は高く、迅速診断法として十分な診断能力がある
ものと考える。検体処理が非常に簡便で、かつ短時
間で多くの病原体を検査できるため、臨床現場で
有用な遺伝子検査法であると感じた。

（根本　学）
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　平成29年6月16～18日に大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催された第94回日本獣医麻酔外科
学会に参加したので、その概要を報告します。

○馬のプロポフォール麻酔導入の回顧的調査
池田耀子ら（麻布大学）

　関節鏡手術・開腹術などを実施した馬25頭にメ
デトミジン0.01 mg/kg i.v.による鎮静後、ミダゾ
ラム0.06 mg/kg ＋ プロポフォール（Pro）3 
mg/kg i.v.により導入し、イソフルラン吸入麻酔で
維持した。倒馬は馬のProでの導入の特徴であるパ
ドリングが確認されたが、短時間かつ制御も容易
であり、倒馬後の手術台への移動もスムーズに行
われた。覚醒に関しては起立後の筋肉振戦などは
確認されたが、平均的に良好な覚醒スコアであっ
た。以上のことから、Proは馬の麻酔導入薬として、
有用かつ安全性の高い薬であると結論づけてい
る。
　かなりの量のミダゾラムを投与しているので、
ケタミンで導入したほうが安全なのではないかと
思い、あえてProを使用する根拠を質問したが、麻
薬使用の手続きが煩雑との理由で、ケタミンは使
用していないとのこと。ただ、大学など　の施設で
あれば、麻薬免許の取得はさほど面倒ではなく、ま
た、積極的に術後鎮痛に麻薬を使用すべきとの流
れの中で、手続きの煩雑さを理由に麻薬の使用を
避けるのは問題だと思う。また、本実験では吸入麻
酔で維持しているので、覚醒の質が良いというPro

の利点を生かせていない点も残念であった。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢胞（SC）内ステロイ
ド投与を行った85症例は、掻爬術を行った85症例
よりも術後成績が劣っており、中にはステロイド
の副作用によると思われた術後の関節疾患が認め
られた症例もあったため、詳しい回顧的調査を
行った。不出走の症例に認められた関節腔の狭小
化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の副
作用と思われた重篤な術後合併症であり、長期に
慢性的な跛行を呈し予後は悪かった。これらの術
後合併症の発生頻度は、掻爬術よりも明らかに高
かった。これらの結果を踏まえ、社台ホースクリ
ニックでは、若齢サラブレッドのSCに対してはス
テロイド投与法を取りやめ、従来の掻爬術あるい
は新たな手術手技であるTranscondylar Screw手
術を実施している。
　本症例は現役の競走馬では見られない症例であ
り、トレセンでこの手術を実施する機会はない。た
だ、社台ホースクリニックには獣医師は5名しか
所属していないにもかかわらず、毎回のように本
学会で手術成績の回顧調査結果を発表している。
新しい手術手技を導入する際は、必ず従来の手術
手技と比較検討する必要があるが、この地道な作
業を忠実に行っていることが、社台ホースクリ

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

ニックの技術の高さを維持しているのであろう。
（太田　稔）

○呼吸性アシドーシスモデルビーグル犬における
コルホルシンダロパートの循環動態への効果

伊丹貴晴ら（北海道大学）
　コルホルシンダロパート（COLF）はアデニル酸
シクラーゼを賦活化することで細胞内cAMPを増
加させ、強心・血管拡張作用を得る薬剤である。健
常犬において、肺動脈圧（PAP）の上昇を伴わずに、
用量依存性に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗
を低下させることが報告されており、肺水腫など
により呼吸性アシドーシスを伴っている症例で循
環状態を改善させる目的で有用であることが期待
されている。本研究では、COLFあるいはドブタミ
ンの投与量を段階的に増加させることにより、二
酸化炭素吸入により作成した呼吸性アシドーシス
モデルにおける循環動態への効果を比較検討し
た。その結果、in vitroのデータに比較して作用は減
弱されるものの、呼吸性アシドーシスモデル犬に
おいても、肺動脈圧の上昇を伴わずに、用量依存性
に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗を低下させ
ることが明らかとなった。一方、ドブタミンの増量
時においては、PAPは有意に上昇した。ウマにおい
て、開腹術が適応となるような循環状態が悪化し
た症例においては、アシドーシスを呈しているこ
とがしばしばある。ウマにおけるCOLFの有用性は
不明だが、血管抵抗およびPAPを上昇させること
なく心拍出量を上昇させるCOLFは、循環改善薬の
1つとして有用かもしれないと感じた。

【パネルディスカッション】
○術前/麻酔前検査について考える
1．開業での考え方

久山昌之（久山獣医科病院）
2．大学での考え方

神野信夫（日本獣医生命科学大学）
　本ディスカッションが開催された経緯は、本邦
における犬の麻酔関連死亡率が諸外国に比較して
高く、麻酔前検査により検出可能な項目が麻酔関
連死亡に関与することが明らかとなったことか
ら、一次および二次診療施設における麻酔前検査

の概要および注意事項を紹介することになったも
のである。両者とも強調していたことは、身体検査
および患者の背景を正確に引き出す問診（食欲・下
痢の有無など）の重要性である。もちろん、検査結
果の各項目を軽視してはならないが、手術を行お
うとしている動物の、原疾患、原疾患に関連する可
能性がある疾患、その他示している臨床症状を見
逃すことなく抽出する検査こそ、手術延期の判断
や安全な麻酔計画立案のために重要であるとの見
解であった。また、確実な麻酔前検査を実現するた
めには、診療スタッフの外科手術・全身麻酔に対す
る意識を高めること、統一することも重要である
とのことであった。ディスカッションでは、飼い主
の経済的負担も鑑みて、網羅的に検査を実施する
のではなく、症例ごとに検査内容を検討している
という紹介もあった。JRAの臨床現場における術
前検査について考えてみると、飼い主と直接向き
合う機会がないためか、小動物診療施設に比較し
てコストに注意を払うという概念は希薄であると
感じた。また、コストを意識するからこそ、検査に
対する考え方および検査結果に対する解釈の質が
向上し、獣医師のスキルアップが図れるメリット
があると感じた。今回のディスカッションに触れ
ることで、普段の診療業務では機械的になりがち
な麻酔前検査の重要性を再認識することができ
た。

（徳重裕貴）

○管近位部の立位MRI検査を実施したサラブレッ
ド種競走馬の12例
溝部文彬ら（JRA栗東トレーニング・センター）

　競走馬に認められる管近位部の異常には、繋靭
帯起始部の骨炎症や剥離骨折、起始部の繋靭帯炎
あるいは深屈腱支持靭帯炎などが含まれる。一般
に、管近位部の異常が疑われる場合、X線検査や超
音波検査が画像診断に用いられるが、繋靭帯起始
部の剥離骨折については第三中手骨近位部のX線
透過性の変化が特徴的な所見とされる。一方、不完
全骨折においては異常所見を欠く場合がある。ま
た、管近位部の超音波検査においては繋靭帯実質
および第三中手骨掌側面の不整を評価するが、や
や客観性を欠くことが課題とされている。そこで

著者らは、近年導入したオープンガントリー式低
磁場立位MRI（sMRI :0 .27テスラ永久磁石型
Hallmarq Equine Limbscanner®）を用いて競走馬
に認められた管近位部の異常について診断した成
績を報告していた。
　著者らは、跛行ならびに管近位部に触診痛を認
めた12頭の競走馬（2.9±1.2歳, 検査部位は右前肢
6頭、左前肢6頭）について管近位部のsMRI検査を
実施し、MRI所見ならびに既存の画像診断装置と
比較した。
　結果、7頭で第3中手骨近位掌側面に異常所見を
認めた（陽性群）。陽性群のうち6頭でX線検査ある
いは超音波検査において異常所見を認めた。また、
陽性群のうち4頭が競走復帰した。一方、sMRI検査
において異常が認められなかった5頭（陰性群）は
全て競走に復帰した。
　陽性群のsMRI検査において認められた異常所
見は、第三中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画
像での低信号、T2*強調画像での等～高信号と周
囲の無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号で
あり、全ての馬で共通していたと述べていた。この
特徴的な画像所見は、骨炎症の際にみられるBone 
Marrow Oedema-type（BMO-t）信号変化と一致し、
炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起因した骨髄
内の一過性の水分量の増加、あるいは水素原子核
を有する液体などによる骨髄内脂肪成分の置換を
示唆する所見と考察していた。また、一定期間後に
再sMRI検査を実施した陽性群の4頭のうち、3頭に
ついてはBMO-t信号変化に改善傾向が認められた
ことを報告し、管近位部の骨炎症の有無ならびに
治癒過程の評価においてsMRI検査が有用である
と結論した。今後は症例数を増やし、管近位部の異
常が疑われる競走馬の休養期間の判断における
sMRI検査の有用性について更なる検討を行うと
のことで、更なる研究の発展に期待する。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞（以下SC）は若
齢サラブレッドに発生することが多く、後肢跛行
の原因となり得る重要な発育期整形外科疾患の一

つである。著者らの先行研究では、SCの治療とし
てSC内にステロイド投与を行った85症例と、掻爬
術を行った85症例について治療後の競走への出
走の可否について比較し、SC内ステロイド投与を
行った症例は、掻爬術を行った症例よりも術後成
績が劣っていることを報告していた。そこで、本研
究ではSC内ステロイド投与を行った症例のうち
競走への出走ができなかった症例に対して詳しい
回顧的調査を行い、その成績の概要を報告した。
　症例は2008年から2016年までに、関節鏡視下
SC内へのステロイド局所投与（トリアムシロノン
アセトニド20～40 mg）を行った86頭で、手術記
録と術後成績調査結果をもとに回顧的調査を実施
した。症例の性別は雄・雌ほぼ同数、手術時の月齢
は6～31ヶ月齢（約半数が16～21ヶ月齢）、患肢は
右側に多く発症する傾向が認められた。麻酔時間
は平均47.9分、術後経過が思わしくなく再手術し
た症例は6頭であった。約7割の症例が出走できた
が、術後不出走だった症例は28頭（32.6%）であり、
そのうち27頭について追跡調査を実施した。
　術後のレントゲン検査において関節腔の狭小化
が疑われた症例は21頭（75％）で、早い症例では術
後2ヶ月の時点で狭小化が判明した。SCの大きさ
に関しては、ステロイド投与後に変化しなかった
症例が21頭（75%）、拡大した症例は3頭（10.7%）お
よび縮小した症例は3頭（10.7％）であった。また
SC周囲の硬化像は15頭（53.5%）で認められた。歩
様の改善が認められないため、術後に超音波検査
を実施した症例9頭中7頭で、内側半月板の形態変
化、低エコー領域の増加や逸脱が認められ、いずれ
の症例もレントゲン検査で関節腔の狭小化を確認
した。
　術後の経過が悪かった6頭は予後不良と診断さ
れ病理解剖検査を実施した。全頭で大腿骨遠位内
側顆における中等度から重度の軟骨欠損が認め、
そのうち2頭では外側顆にも軽度の軟骨の変形が
観察した。大腿骨遠位内側顆の軟骨欠損が重度
だった4頭では脛骨近位内側顆にも軟骨欠損を認
めた。また全頭の内側半月板には、半月板構造の破
壊を伴う重度の損傷（変性断裂）が認められ、その
うち1頭では外側半月板にも損傷が観察された。
病理解剖された全ての症例のSC内部は線維性組

織で充たされていたが、肉眼的な骨化の兆候は観
察されなかった。
　演者らは不出走の症例に認められた関節腔の狭
小化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の
副作用と思われた重篤な術後合併症と考えてお
り、これらの術後合併症の発生頻度は掻爬術を実
施した症例よりもステロイドを投与した症例のほ
うが高かったと報告した。しかし、ステロイドの
SC内投与と今回認められた術後合併症の因果関

係については不明である。ただし、演者らの言うと
おり若齢馬の関節疾患に対するステロイドの局所
投与については、慎重に検討すべき課題であると
思われた。最後に、現在、演者らはこの調査結果を
踏まえて、若齢サラブレッドのSCに対してはステ
ロイド投与法を取り止め、従来の掻爬術あるいは
新たな手術手技であるTranscondylar Screw手術
を実施していると締めくくった。

（笠嶋快周）
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　平成29年6月16～18日に大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催された第94回日本獣医麻酔外科
学会に参加したので、その概要を報告します。

○馬のプロポフォール麻酔導入の回顧的調査
池田耀子ら（麻布大学）

　関節鏡手術・開腹術などを実施した馬25頭にメ
デトミジン0.01 mg/kg i.v.による鎮静後、ミダゾ
ラム0.06 mg/kg ＋ プロポフォール（Pro）3 
mg/kg i.v.により導入し、イソフルラン吸入麻酔で
維持した。倒馬は馬のProでの導入の特徴であるパ
ドリングが確認されたが、短時間かつ制御も容易
であり、倒馬後の手術台への移動もスムーズに行
われた。覚醒に関しては起立後の筋肉振戦などは
確認されたが、平均的に良好な覚醒スコアであっ
た。以上のことから、Proは馬の麻酔導入薬として、
有用かつ安全性の高い薬であると結論づけてい
る。
　かなりの量のミダゾラムを投与しているので、
ケタミンで導入したほうが安全なのではないかと
思い、あえてProを使用する根拠を質問したが、麻
薬使用の手続きが煩雑との理由で、ケタミンは使
用していないとのこと。ただ、大学など　の施設で
あれば、麻薬免許の取得はさほど面倒ではなく、ま
た、積極的に術後鎮痛に麻薬を使用すべきとの流
れの中で、手続きの煩雑さを理由に麻薬の使用を
避けるのは問題だと思う。また、本実験では吸入麻
酔で維持しているので、覚醒の質が良いというPro

の利点を生かせていない点も残念であった。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢胞（SC）内ステロイ
ド投与を行った85症例は、掻爬術を行った85症例
よりも術後成績が劣っており、中にはステロイド
の副作用によると思われた術後の関節疾患が認め
られた症例もあったため、詳しい回顧的調査を
行った。不出走の症例に認められた関節腔の狭小
化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の副
作用と思われた重篤な術後合併症であり、長期に
慢性的な跛行を呈し予後は悪かった。これらの術
後合併症の発生頻度は、掻爬術よりも明らかに高
かった。これらの結果を踏まえ、社台ホースクリ
ニックでは、若齢サラブレッドのSCに対してはス
テロイド投与法を取りやめ、従来の掻爬術あるい
は新たな手術手技であるTranscondylar Screw手
術を実施している。
　本症例は現役の競走馬では見られない症例であ
り、トレセンでこの手術を実施する機会はない。た
だ、社台ホースクリニックには獣医師は5名しか
所属していないにもかかわらず、毎回のように本
学会で手術成績の回顧調査結果を発表している。
新しい手術手技を導入する際は、必ず従来の手術
手技と比較検討する必要があるが、この地道な作
業を忠実に行っていることが、社台ホースクリ

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

ニックの技術の高さを維持しているのであろう。
（太田　稔）

○呼吸性アシドーシスモデルビーグル犬における
コルホルシンダロパートの循環動態への効果

伊丹貴晴ら（北海道大学）
　コルホルシンダロパート（COLF）はアデニル酸
シクラーゼを賦活化することで細胞内cAMPを増
加させ、強心・血管拡張作用を得る薬剤である。健
常犬において、肺動脈圧（PAP）の上昇を伴わずに、
用量依存性に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗
を低下させることが報告されており、肺水腫など
により呼吸性アシドーシスを伴っている症例で循
環状態を改善させる目的で有用であることが期待
されている。本研究では、COLFあるいはドブタミ
ンの投与量を段階的に増加させることにより、二
酸化炭素吸入により作成した呼吸性アシドーシス
モデルにおける循環動態への効果を比較検討し
た。その結果、in vitroのデータに比較して作用は減
弱されるものの、呼吸性アシドーシスモデル犬に
おいても、肺動脈圧の上昇を伴わずに、用量依存性
に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗を低下させ
ることが明らかとなった。一方、ドブタミンの増量
時においては、PAPは有意に上昇した。ウマにおい
て、開腹術が適応となるような循環状態が悪化し
た症例においては、アシドーシスを呈しているこ
とがしばしばある。ウマにおけるCOLFの有用性は
不明だが、血管抵抗およびPAPを上昇させること
なく心拍出量を上昇させるCOLFは、循環改善薬の
1つとして有用かもしれないと感じた。

【パネルディスカッション】
○術前/麻酔前検査について考える
1．開業での考え方

久山昌之（久山獣医科病院）
2．大学での考え方

神野信夫（日本獣医生命科学大学）
　本ディスカッションが開催された経緯は、本邦
における犬の麻酔関連死亡率が諸外国に比較して
高く、麻酔前検査により検出可能な項目が麻酔関
連死亡に関与することが明らかとなったことか
ら、一次および二次診療施設における麻酔前検査

の概要および注意事項を紹介することになったも
のである。両者とも強調していたことは、身体検査
および患者の背景を正確に引き出す問診（食欲・下
痢の有無など）の重要性である。もちろん、検査結
果の各項目を軽視してはならないが、手術を行お
うとしている動物の、原疾患、原疾患に関連する可
能性がある疾患、その他示している臨床症状を見
逃すことなく抽出する検査こそ、手術延期の判断
や安全な麻酔計画立案のために重要であるとの見
解であった。また、確実な麻酔前検査を実現するた
めには、診療スタッフの外科手術・全身麻酔に対す
る意識を高めること、統一することも重要である
とのことであった。ディスカッションでは、飼い主
の経済的負担も鑑みて、網羅的に検査を実施する
のではなく、症例ごとに検査内容を検討している
という紹介もあった。JRAの臨床現場における術
前検査について考えてみると、飼い主と直接向き
合う機会がないためか、小動物診療施設に比較し
てコストに注意を払うという概念は希薄であると
感じた。また、コストを意識するからこそ、検査に
対する考え方および検査結果に対する解釈の質が
向上し、獣医師のスキルアップが図れるメリット
があると感じた。今回のディスカッションに触れ
ることで、普段の診療業務では機械的になりがち
な麻酔前検査の重要性を再認識することができ
た。

（徳重裕貴）

○管近位部の立位MRI検査を実施したサラブレッ
ド種競走馬の12例
溝部文彬ら（JRA栗東トレーニング・センター）

　競走馬に認められる管近位部の異常には、繋靭
帯起始部の骨炎症や剥離骨折、起始部の繋靭帯炎
あるいは深屈腱支持靭帯炎などが含まれる。一般
に、管近位部の異常が疑われる場合、X線検査や超
音波検査が画像診断に用いられるが、繋靭帯起始
部の剥離骨折については第三中手骨近位部のX線
透過性の変化が特徴的な所見とされる。一方、不完
全骨折においては異常所見を欠く場合がある。ま
た、管近位部の超音波検査においては繋靭帯実質
および第三中手骨掌側面の不整を評価するが、や
や客観性を欠くことが課題とされている。そこで

著者らは、近年導入したオープンガントリー式低
磁場立位MRI（sMRI :0 .27テスラ永久磁石型
Hallmarq Equine Limbscanner®）を用いて競走馬
に認められた管近位部の異常について診断した成
績を報告していた。
　著者らは、跛行ならびに管近位部に触診痛を認
めた12頭の競走馬（2.9±1.2歳, 検査部位は右前肢
6頭、左前肢6頭）について管近位部のsMRI検査を
実施し、MRI所見ならびに既存の画像診断装置と
比較した。
　結果、7頭で第3中手骨近位掌側面に異常所見を
認めた（陽性群）。陽性群のうち6頭でX線検査ある
いは超音波検査において異常所見を認めた。また、
陽性群のうち4頭が競走復帰した。一方、sMRI検査
において異常が認められなかった5頭（陰性群）は
全て競走に復帰した。
　陽性群のsMRI検査において認められた異常所
見は、第三中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画
像での低信号、T2*強調画像での等～高信号と周
囲の無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号で
あり、全ての馬で共通していたと述べていた。この
特徴的な画像所見は、骨炎症の際にみられるBone 
Marrow Oedema-type（BMO-t）信号変化と一致し、
炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起因した骨髄
内の一過性の水分量の増加、あるいは水素原子核
を有する液体などによる骨髄内脂肪成分の置換を
示唆する所見と考察していた。また、一定期間後に
再sMRI検査を実施した陽性群の4頭のうち、3頭に
ついてはBMO-t信号変化に改善傾向が認められた
ことを報告し、管近位部の骨炎症の有無ならびに
治癒過程の評価においてsMRI検査が有用である
と結論した。今後は症例数を増やし、管近位部の異
常が疑われる競走馬の休養期間の判断における
sMRI検査の有用性について更なる検討を行うと
のことで、更なる研究の発展に期待する。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞（以下SC）は若
齢サラブレッドに発生することが多く、後肢跛行
の原因となり得る重要な発育期整形外科疾患の一

つである。著者らの先行研究では、SCの治療とし
てSC内にステロイド投与を行った85症例と、掻爬
術を行った85症例について治療後の競走への出
走の可否について比較し、SC内ステロイド投与を
行った症例は、掻爬術を行った症例よりも術後成
績が劣っていることを報告していた。そこで、本研
究ではSC内ステロイド投与を行った症例のうち
競走への出走ができなかった症例に対して詳しい
回顧的調査を行い、その成績の概要を報告した。
　症例は2008年から2016年までに、関節鏡視下
SC内へのステロイド局所投与（トリアムシロノン
アセトニド20～40 mg）を行った86頭で、手術記
録と術後成績調査結果をもとに回顧的調査を実施
した。症例の性別は雄・雌ほぼ同数、手術時の月齢
は6～31ヶ月齢（約半数が16～21ヶ月齢）、患肢は
右側に多く発症する傾向が認められた。麻酔時間
は平均47.9分、術後経過が思わしくなく再手術し
た症例は6頭であった。約7割の症例が出走できた
が、術後不出走だった症例は28頭（32.6%）であり、
そのうち27頭について追跡調査を実施した。
　術後のレントゲン検査において関節腔の狭小化
が疑われた症例は21頭（75％）で、早い症例では術
後2ヶ月の時点で狭小化が判明した。SCの大きさ
に関しては、ステロイド投与後に変化しなかった
症例が21頭（75%）、拡大した症例は3頭（10.7%）お
よび縮小した症例は3頭（10.7％）であった。また
SC周囲の硬化像は15頭（53.5%）で認められた。歩
様の改善が認められないため、術後に超音波検査
を実施した症例9頭中7頭で、内側半月板の形態変
化、低エコー領域の増加や逸脱が認められ、いずれ
の症例もレントゲン検査で関節腔の狭小化を確認
した。
　術後の経過が悪かった6頭は予後不良と診断さ
れ病理解剖検査を実施した。全頭で大腿骨遠位内
側顆における中等度から重度の軟骨欠損が認め、
そのうち2頭では外側顆にも軽度の軟骨の変形が
観察した。大腿骨遠位内側顆の軟骨欠損が重度
だった4頭では脛骨近位内側顆にも軟骨欠損を認
めた。また全頭の内側半月板には、半月板構造の破
壊を伴う重度の損傷（変性断裂）が認められ、その
うち1頭では外側半月板にも損傷が観察された。
病理解剖された全ての症例のSC内部は線維性組

織で充たされていたが、肉眼的な骨化の兆候は観
察されなかった。
　演者らは不出走の症例に認められた関節腔の狭
小化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の
副作用と思われた重篤な術後合併症と考えてお
り、これらの術後合併症の発生頻度は掻爬術を実
施した症例よりもステロイドを投与した症例のほ
うが高かったと報告した。しかし、ステロイドの
SC内投与と今回認められた術後合併症の因果関

係については不明である。ただし、演者らの言うと
おり若齢馬の関節疾患に対するステロイドの局所
投与については、慎重に検討すべき課題であると
思われた。最後に、現在、演者らはこの調査結果を
踏まえて、若齢サラブレッドのSCに対してはステ
ロイド投与法を取り止め、従来の掻爬術あるいは
新たな手術手技であるTranscondylar Screw手術
を実施していると締めくくった。

（笠嶋快周）
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　平成29年6月16～18日に大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催された第94回日本獣医麻酔外科
学会に参加したので、その概要を報告します。

○馬のプロポフォール麻酔導入の回顧的調査
池田耀子ら（麻布大学）

　関節鏡手術・開腹術などを実施した馬25頭にメ
デトミジン0.01 mg/kg i.v.による鎮静後、ミダゾ
ラム0.06 mg/kg ＋ プロポフォール（Pro）3 
mg/kg i.v.により導入し、イソフルラン吸入麻酔で
維持した。倒馬は馬のProでの導入の特徴であるパ
ドリングが確認されたが、短時間かつ制御も容易
であり、倒馬後の手術台への移動もスムーズに行
われた。覚醒に関しては起立後の筋肉振戦などは
確認されたが、平均的に良好な覚醒スコアであっ
た。以上のことから、Proは馬の麻酔導入薬として、
有用かつ安全性の高い薬であると結論づけてい
る。
　かなりの量のミダゾラムを投与しているので、
ケタミンで導入したほうが安全なのではないかと
思い、あえてProを使用する根拠を質問したが、麻
薬使用の手続きが煩雑との理由で、ケタミンは使
用していないとのこと。ただ、大学など　の施設で
あれば、麻薬免許の取得はさほど面倒ではなく、ま
た、積極的に術後鎮痛に麻薬を使用すべきとの流
れの中で、手続きの煩雑さを理由に麻薬の使用を
避けるのは問題だと思う。また、本実験では吸入麻
酔で維持しているので、覚醒の質が良いというPro

の利点を生かせていない点も残念であった。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢胞（SC）内ステロイ
ド投与を行った85症例は、掻爬術を行った85症例
よりも術後成績が劣っており、中にはステロイド
の副作用によると思われた術後の関節疾患が認め
られた症例もあったため、詳しい回顧的調査を
行った。不出走の症例に認められた関節腔の狭小
化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の副
作用と思われた重篤な術後合併症であり、長期に
慢性的な跛行を呈し予後は悪かった。これらの術
後合併症の発生頻度は、掻爬術よりも明らかに高
かった。これらの結果を踏まえ、社台ホースクリ
ニックでは、若齢サラブレッドのSCに対してはス
テロイド投与法を取りやめ、従来の掻爬術あるい
は新たな手術手技であるTranscondylar Screw手
術を実施している。
　本症例は現役の競走馬では見られない症例であ
り、トレセンでこの手術を実施する機会はない。た
だ、社台ホースクリニックには獣医師は5名しか
所属していないにもかかわらず、毎回のように本
学会で手術成績の回顧調査結果を発表している。
新しい手術手技を導入する際は、必ず従来の手術
手技と比較検討する必要があるが、この地道な作
業を忠実に行っていることが、社台ホースクリ

第25回スポーツ医学研修会

　本研修会は、日本体力医学会主催の研修会で、国
民の健康・体力に関わる医科学的知識や技能を高
め、適切な運動指導ができることを目指して開催
されており、今年で25回目となる。運動と神経・
筋、運動と呼吸、運動器疾患の運動処方、運動によ
る認知症の予防・改善など、各分野の第一人者が、
基礎的な知識から最近の知見までを講義する形式
であった。以下に有用と考えられるテーマとト
ピックを紹介する。

○運動と神経・筋
山口眞紀（東京慈恵医科大学）

　本講義では、神経が情報を伝える仕組み、骨格筋
収縮の仕組み、神経と筋による運動の仕組み、ト
レーニングによる神経・筋の変化について解説が
あった。前半の講義では、神経細胞で活動電位が発
生し、跳躍伝導によって軸策を伝わり、シナプスで
神経伝達物質が放出され、骨格筋に伝わるという
基礎的な内容の復習がメインであった。後半は筋
肉と神経に関するテーマであった。骨格筋を支配
する神経はα運動神経と呼ばれ、そのα運動神経
が支配する骨格筋線維群を運動単位と呼んでい
る。一つの運動単位に含まれる筋線維は全て同じ
タイプであり、運動の種類や必要に応じて運動単
位が動員される。つまり、多くの運動単位が動員さ
れる、あるいは同期して働くと発揮する力は大き
くなる。また、この運動単位はα運動神経の細胞体
の大きさの順に参加するというサイズの原理があ

る。また、骨格筋は、収縮速度は遅いが疲労しにく
い遅筋線維と、収縮速度は速いが疲労しやすい速
筋線維に分類されている。神経細胞体の大きさは、
遅筋線維は小さく、速筋線維は大きいため、速筋線
維は最後に動員される。また、筋肉はトレーニング
の初期段階では、主に運動単位数が増加し、筋断面
積が増加するには1ヶ月から数ヶ月かかる。した
がって、速筋線維を鍛え、発揮筋力を増やすために
は、最大発揮筋力に近い強度で一定期間以上運動
するべきであると考えられる。
　競走馬でも筋線維の動員パターンはサイズの原
理が当てはまると考えられているが、競走馬の筋
肉のほとんどが速筋線維で構成されている。その
ため、早い段階から速筋線維が動員され、それ以上
の運動強度になると動員させる筋線維がないた
め、ストライド頻度を増やして対応するとされて
いる。筋電図は、α運動単位の動員数を反映してい
ると考えられるため、（同じ歩法内で）走行速度と
筋電図の関係を調査すれば、筋肉を鍛える最低限
の運動強度が分かるようになるかもしれない。

○運動器疾患の運動処方
舟崎裕記（東京慈恵医科大学）

　外傷の初期治療では、PRICE治療（Protection：保
護、Rest：安静、Ice：冷却、Compression：圧迫、
Elevation：挙上）が基本となる。このうち受傷現場
で軽視されがちなのは圧迫であるが、外傷の種類
によっては最も大事な処置と言っても過言ではな

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

い。例えば、ラグビーやサッカーなど、相手とのコ
ンタクトが盛んな競技においては、衝突による筋
損傷がよく起こる。このような場合は、骨に近い深
部で出血していることが多い。この出血に反応し
て、骨折修復時に発現するような治癒機転が骨膜
で働いてしまうことがあり、骨化性筋炎となり筋
が骨化し、筋肉の柔軟性が失われてしまう。また、
捻挫による靭帯損傷においては、損傷程度によら
ず、患部の腫脹が少ない方が競技復帰までの時間
が短いという演者の過去の報告もあり、患部の圧
迫は、たとえ患者に痛みが伴ったとしても、受傷初
期では大事な処置であると考えられた。競走馬の
場合では、患部を挙上することは現実的には難し
く、圧迫が難しい部位もあるが、腫脹や跛行を伴う
球節炎や、下肢部の蹴傷による筋挫傷などでは、鎮
痛剤だけではなく、積極的に包帯で患部を圧迫す
ることが推奨されると考えられた。
　初期治療後のリハビリは、段階を踏んで行うべ
きである。大きく分けると、メディカルリハビリ
と、アスレチックリハビリに分類される。前者は、
手術や外傷による腫脹、疼痛の除去および筋萎縮
の予防から可動域の改善までを指す。後者は、運動
性の増大、筋力・持久力の強化、協調性の改善、種目

特異性に応じた瞬発力、スピードの強化、反応時間
の短縮などが含まれる。演者が現在特に注目して
いるのは、協調性の改善（全身が連動して動くかど
うか）である。例えば、サッカー選手がボールを蹴
る動作を3次元動作で解析すると、キックインパ
クト直後に股関節に大きな力学的負荷がかかるこ
とが推測されている。また、手を後ろに組ませて上
肢をうまく使えない状態でキック動作をさせる
と、キック動作の効率性だけではなく、股関節にか
かる力学的負荷も増大していた。上肢との協調性、
連動性はキック動作のパフォーマンスだけではな
く、股関節の故障にも関連があると考えられた。し
かし、この協調性、連動性は定量化されていない。
協調性の面のリハビリを行う上では、現状では患
者の動作を故障前後の映像で主観的に判断し、患
者と十分な議論をしながら慎重にしていくしかな
いとのことであった。今後、協調性や連動性を定量
化する方法が確立されれば、競走馬においてもリ
ハビリの進み具合や、騎手の動きとウマの動きの
連動性を定量化できるかもしれないので、引き続
きこの分野には注目していきたい。

（高橋佑治）

ニックの技術の高さを維持しているのであろう。
（太田　稔）

○呼吸性アシドーシスモデルビーグル犬における
コルホルシンダロパートの循環動態への効果

伊丹貴晴ら（北海道大学）
　コルホルシンダロパート（COLF）はアデニル酸
シクラーゼを賦活化することで細胞内cAMPを増
加させ、強心・血管拡張作用を得る薬剤である。健
常犬において、肺動脈圧（PAP）の上昇を伴わずに、
用量依存性に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗
を低下させることが報告されており、肺水腫など
により呼吸性アシドーシスを伴っている症例で循
環状態を改善させる目的で有用であることが期待
されている。本研究では、COLFあるいはドブタミ
ンの投与量を段階的に増加させることにより、二
酸化炭素吸入により作成した呼吸性アシドーシス
モデルにおける循環動態への効果を比較検討し
た。その結果、in vitroのデータに比較して作用は減
弱されるものの、呼吸性アシドーシスモデル犬に
おいても、肺動脈圧の上昇を伴わずに、用量依存性
に心拍出量を増加させ、全身血管抵抗を低下させ
ることが明らかとなった。一方、ドブタミンの増量
時においては、PAPは有意に上昇した。ウマにおい
て、開腹術が適応となるような循環状態が悪化し
た症例においては、アシドーシスを呈しているこ
とがしばしばある。ウマにおけるCOLFの有用性は
不明だが、血管抵抗およびPAPを上昇させること
なく心拍出量を上昇させるCOLFは、循環改善薬の
1つとして有用かもしれないと感じた。

【パネルディスカッション】
○術前/麻酔前検査について考える
1．開業での考え方

久山昌之（久山獣医科病院）
2．大学での考え方

神野信夫（日本獣医生命科学大学）
　本ディスカッションが開催された経緯は、本邦
における犬の麻酔関連死亡率が諸外国に比較して
高く、麻酔前検査により検出可能な項目が麻酔関
連死亡に関与することが明らかとなったことか
ら、一次および二次診療施設における麻酔前検査

の概要および注意事項を紹介することになったも
のである。両者とも強調していたことは、身体検査
および患者の背景を正確に引き出す問診（食欲・下
痢の有無など）の重要性である。もちろん、検査結
果の各項目を軽視してはならないが、手術を行お
うとしている動物の、原疾患、原疾患に関連する可
能性がある疾患、その他示している臨床症状を見
逃すことなく抽出する検査こそ、手術延期の判断
や安全な麻酔計画立案のために重要であるとの見
解であった。また、確実な麻酔前検査を実現するた
めには、診療スタッフの外科手術・全身麻酔に対す
る意識を高めること、統一することも重要である
とのことであった。ディスカッションでは、飼い主
の経済的負担も鑑みて、網羅的に検査を実施する
のではなく、症例ごとに検査内容を検討している
という紹介もあった。JRAの臨床現場における術
前検査について考えてみると、飼い主と直接向き
合う機会がないためか、小動物診療施設に比較し
てコストに注意を払うという概念は希薄であると
感じた。また、コストを意識するからこそ、検査に
対する考え方および検査結果に対する解釈の質が
向上し、獣医師のスキルアップが図れるメリット
があると感じた。今回のディスカッションに触れ
ることで、普段の診療業務では機械的になりがち
な麻酔前検査の重要性を再認識することができ
た。

（徳重裕貴）

○管近位部の立位MRI検査を実施したサラブレッ
ド種競走馬の12例
溝部文彬ら（JRA栗東トレーニング・センター）

　競走馬に認められる管近位部の異常には、繋靭
帯起始部の骨炎症や剥離骨折、起始部の繋靭帯炎
あるいは深屈腱支持靭帯炎などが含まれる。一般
に、管近位部の異常が疑われる場合、X線検査や超
音波検査が画像診断に用いられるが、繋靭帯起始
部の剥離骨折については第三中手骨近位部のX線
透過性の変化が特徴的な所見とされる。一方、不完
全骨折においては異常所見を欠く場合がある。ま
た、管近位部の超音波検査においては繋靭帯実質
および第三中手骨掌側面の不整を評価するが、や
や客観性を欠くことが課題とされている。そこで

著者らは、近年導入したオープンガントリー式低
磁場立位MRI（sMRI :0 .27テスラ永久磁石型
Hallmarq Equine Limbscanner®）を用いて競走馬
に認められた管近位部の異常について診断した成
績を報告していた。
　著者らは、跛行ならびに管近位部に触診痛を認
めた12頭の競走馬（2.9±1.2歳, 検査部位は右前肢
6頭、左前肢6頭）について管近位部のsMRI検査を
実施し、MRI所見ならびに既存の画像診断装置と
比較した。
　結果、7頭で第3中手骨近位掌側面に異常所見を
認めた（陽性群）。陽性群のうち6頭でX線検査ある
いは超音波検査において異常所見を認めた。また、
陽性群のうち4頭が競走復帰した。一方、sMRI検査
において異常が認められなかった5頭（陰性群）は
全て競走に復帰した。
　陽性群のsMRI検査において認められた異常所
見は、第三中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画
像での低信号、T2*強調画像での等～高信号と周
囲の無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号で
あり、全ての馬で共通していたと述べていた。この
特徴的な画像所見は、骨炎症の際にみられるBone 
Marrow Oedema-type（BMO-t）信号変化と一致し、
炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起因した骨髄
内の一過性の水分量の増加、あるいは水素原子核
を有する液体などによる骨髄内脂肪成分の置換を
示唆する所見と考察していた。また、一定期間後に
再sMRI検査を実施した陽性群の4頭のうち、3頭に
ついてはBMO-t信号変化に改善傾向が認められた
ことを報告し、管近位部の骨炎症の有無ならびに
治癒過程の評価においてsMRI検査が有用である
と結論した。今後は症例数を増やし、管近位部の異
常が疑われる競走馬の休養期間の判断における
sMRI検査の有用性について更なる検討を行うと
のことで、更なる研究の発展に期待する。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢
胞内ステロイド投与手術症例に対する回顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞（以下SC）は若
齢サラブレッドに発生することが多く、後肢跛行
の原因となり得る重要な発育期整形外科疾患の一

つである。著者らの先行研究では、SCの治療とし
てSC内にステロイド投与を行った85症例と、掻爬
術を行った85症例について治療後の競走への出
走の可否について比較し、SC内ステロイド投与を
行った症例は、掻爬術を行った症例よりも術後成
績が劣っていることを報告していた。そこで、本研
究ではSC内ステロイド投与を行った症例のうち
競走への出走ができなかった症例に対して詳しい
回顧的調査を行い、その成績の概要を報告した。
　症例は2008年から2016年までに、関節鏡視下
SC内へのステロイド局所投与（トリアムシロノン
アセトニド20～40 mg）を行った86頭で、手術記
録と術後成績調査結果をもとに回顧的調査を実施
した。症例の性別は雄・雌ほぼ同数、手術時の月齢
は6～31ヶ月齢（約半数が16～21ヶ月齢）、患肢は
右側に多く発症する傾向が認められた。麻酔時間
は平均47.9分、術後経過が思わしくなく再手術し
た症例は6頭であった。約7割の症例が出走できた
が、術後不出走だった症例は28頭（32.6%）であり、
そのうち27頭について追跡調査を実施した。
　術後のレントゲン検査において関節腔の狭小化
が疑われた症例は21頭（75％）で、早い症例では術
後2ヶ月の時点で狭小化が判明した。SCの大きさ
に関しては、ステロイド投与後に変化しなかった
症例が21頭（75%）、拡大した症例は3頭（10.7%）お
よび縮小した症例は3頭（10.7％）であった。また
SC周囲の硬化像は15頭（53.5%）で認められた。歩
様の改善が認められないため、術後に超音波検査
を実施した症例9頭中7頭で、内側半月板の形態変
化、低エコー領域の増加や逸脱が認められ、いずれ
の症例もレントゲン検査で関節腔の狭小化を確認
した。
　術後の経過が悪かった6頭は予後不良と診断さ
れ病理解剖検査を実施した。全頭で大腿骨遠位内
側顆における中等度から重度の軟骨欠損が認め、
そのうち2頭では外側顆にも軽度の軟骨の変形が
観察した。大腿骨遠位内側顆の軟骨欠損が重度
だった4頭では脛骨近位内側顆にも軟骨欠損を認
めた。また全頭の内側半月板には、半月板構造の破
壊を伴う重度の損傷（変性断裂）が認められ、その
うち1頭では外側半月板にも損傷が観察された。
病理解剖された全ての症例のSC内部は線維性組

織で充たされていたが、肉眼的な骨化の兆候は観
察されなかった。
　演者らは不出走の症例に認められた関節腔の狭
小化、軟骨欠損、半月板損傷は、ステロイド投与の
副作用と思われた重篤な術後合併症と考えてお
り、これらの術後合併症の発生頻度は掻爬術を実
施した症例よりもステロイドを投与した症例のほ
うが高かったと報告した。しかし、ステロイドの
SC内投与と今回認められた術後合併症の因果関

係については不明である。ただし、演者らの言うと
おり若齢馬の関節疾患に対するステロイドの局所
投与については、慎重に検討すべき課題であると
思われた。最後に、現在、演者らはこの調査結果を
踏まえて、若齢サラブレッドのSCに対してはステ
ロイド投与法を取り止め、従来の掻爬術あるいは
新たな手術手技であるTranscondylar Screw手術
を実施していると締めくくった。

（笠嶋快周）
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　本研修会は、日本体力医学会主催の研修会で、国
民の健康・体力に関わる医科学的知識や技能を高
め、適切な運動指導ができることを目指して開催
されており、今年で25回目となる。運動と神経・
筋、運動と呼吸、運動器疾患の運動処方、運動によ
る認知症の予防・改善など、各分野の第一人者が、
基礎的な知識から最近の知見までを講義する形式
であった。以下に有用と考えられるテーマとト
ピックを紹介する。

○運動と神経・筋
山口眞紀（東京慈恵医科大学）

　本講義では、神経が情報を伝える仕組み、骨格筋
収縮の仕組み、神経と筋による運動の仕組み、ト
レーニングによる神経・筋の変化について解説が
あった。前半の講義では、神経細胞で活動電位が発
生し、跳躍伝導によって軸策を伝わり、シナプスで
神経伝達物質が放出され、骨格筋に伝わるという
基礎的な内容の復習がメインであった。後半は筋
肉と神経に関するテーマであった。骨格筋を支配
する神経はα運動神経と呼ばれ、そのα運動神経
が支配する骨格筋線維群を運動単位と呼んでい
る。一つの運動単位に含まれる筋線維は全て同じ
タイプであり、運動の種類や必要に応じて運動単
位が動員される。つまり、多くの運動単位が動員さ
れる、あるいは同期して働くと発揮する力は大き
くなる。また、この運動単位はα運動神経の細胞体
の大きさの順に参加するというサイズの原理があ

る。また、骨格筋は、収縮速度は遅いが疲労しにく
い遅筋線維と、収縮速度は速いが疲労しやすい速
筋線維に分類されている。神経細胞体の大きさは、
遅筋線維は小さく、速筋線維は大きいため、速筋線
維は最後に動員される。また、筋肉はトレーニング
の初期段階では、主に運動単位数が増加し、筋断面
積が増加するには1ヶ月から数ヶ月かかる。した
がって、速筋線維を鍛え、発揮筋力を増やすために
は、最大発揮筋力に近い強度で一定期間以上運動
するべきであると考えられる。
　競走馬でも筋線維の動員パターンはサイズの原
理が当てはまると考えられているが、競走馬の筋
肉のほとんどが速筋線維で構成されている。その
ため、早い段階から速筋線維が動員され、それ以上
の運動強度になると動員させる筋線維がないた
め、ストライド頻度を増やして対応するとされて
いる。筋電図は、α運動単位の動員数を反映してい
ると考えられるため、（同じ歩法内で）走行速度と
筋電図の関係を調査すれば、筋肉を鍛える最低限
の運動強度が分かるようになるかもしれない。

○運動器疾患の運動処方
舟崎裕記（東京慈恵医科大学）

　外傷の初期治療では、PRICE治療（Protection：保
護、Rest：安静、Ice：冷却、Compression：圧迫、
Elevation：挙上）が基本となる。このうち受傷現場
で軽視されがちなのは圧迫であるが、外傷の種類
によっては最も大事な処置と言っても過言ではな

第70回日本酸化ストレス学会学術集会

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）

い。例えば、ラグビーやサッカーなど、相手とのコ
ンタクトが盛んな競技においては、衝突による筋
損傷がよく起こる。このような場合は、骨に近い深
部で出血していることが多い。この出血に反応し
て、骨折修復時に発現するような治癒機転が骨膜
で働いてしまうことがあり、骨化性筋炎となり筋
が骨化し、筋肉の柔軟性が失われてしまう。また、
捻挫による靭帯損傷においては、損傷程度によら
ず、患部の腫脹が少ない方が競技復帰までの時間
が短いという演者の過去の報告もあり、患部の圧
迫は、たとえ患者に痛みが伴ったとしても、受傷初
期では大事な処置であると考えられた。競走馬の
場合では、患部を挙上することは現実的には難し
く、圧迫が難しい部位もあるが、腫脹や跛行を伴う
球節炎や、下肢部の蹴傷による筋挫傷などでは、鎮
痛剤だけではなく、積極的に包帯で患部を圧迫す
ることが推奨されると考えられた。
　初期治療後のリハビリは、段階を踏んで行うべ
きである。大きく分けると、メディカルリハビリ
と、アスレチックリハビリに分類される。前者は、
手術や外傷による腫脹、疼痛の除去および筋萎縮
の予防から可動域の改善までを指す。後者は、運動
性の増大、筋力・持久力の強化、協調性の改善、種目

特異性に応じた瞬発力、スピードの強化、反応時間
の短縮などが含まれる。演者が現在特に注目して
いるのは、協調性の改善（全身が連動して動くかど
うか）である。例えば、サッカー選手がボールを蹴
る動作を3次元動作で解析すると、キックインパ
クト直後に股関節に大きな力学的負荷がかかるこ
とが推測されている。また、手を後ろに組ませて上
肢をうまく使えない状態でキック動作をさせる
と、キック動作の効率性だけではなく、股関節にか
かる力学的負荷も増大していた。上肢との協調性、
連動性はキック動作のパフォーマンスだけではな
く、股関節の故障にも関連があると考えられた。し
かし、この協調性、連動性は定量化されていない。
協調性の面のリハビリを行う上では、現状では患
者の動作を故障前後の映像で主観的に判断し、患
者と十分な議論をしながら慎重にしていくしかな
いとのことであった。今後、協調性や連動性を定量
化する方法が確立されれば、競走馬においてもリ
ハビリの進み具合や、騎手の動きとウマの動きの
連動性を定量化できるかもしれないので、引き続
きこの分野には注目していきたい。

（高橋佑治）
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　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）
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　本学会ではヒト疾患の病因病態の解明を、生体
シグナル伝達という切り口で情報交換している。
外部侵襲を受けた個体は炎症反応で対抗し、サイ
トカインネットワークにより各細胞活性を上昇さ
せて治癒へ誘導するのだが、恒常性というバラン
スを失った個体ではこのカスケードがうまく機能
しない。崩れたバランスを修正させるには、壊れた
シグナル経路に介入し修復させることが必要にな
る。現代ヒト医療では、この修復にiPSや間葉系幹
細胞のような細胞による治療を利用したり、抗体
の機能を利用した生物学的製剤が応用されたりし
ている。本学術集会は16のシンポジウムを核とし
て行われたが、内容は再生医療と抗体医療に大き
く２分されていた。以下に興味深い演題に関して
紹介する。

○超音波画像による関節炎モニタリング　－レバ
レッジ効果とセレンディピティー－

小笠原倫大（順天堂大学）
　高周波数のリニアプローブを用いた超音波検査
は、ヒト臨床においても関節炎や腱鞘滑膜炎の病
勢を確認するために多く用いられている。超音波
検査のような画像診断は、画像情報を患者と共有
することによって、治療法について納得してもら
うのに非常に有用である。関節炎（滑膜炎）を評価
する際は、まずグレースケール（Bモード）で滑膜の
肥厚の度合いを評価し、パワードップラーで血流・
パンヌス（微小血管）を確認する。もちろん正常な
滑膜にもある程度の血流が確認できるため、病変
部位に血流がどれだけ存在するかが鑑別上重要と
なる。
　ヒト臨床において関節炎の病勢を知る上で超音
波診断が有用となるのは、特に炎症の急性期であ
る。関節リウマチ症例に対する生物学的製剤の効

果判定のために、患者の関節疼痛炎症グレードと
各種関節内バイオマーカーおよび超音波所見グ
レードスコア（グレースケールおよびパワードッ
プラー所見によるスコアリング）を比較した結果、
それらはよく相関していた。ところが、加療24週
を過ぎた頃に同様の効果判定を行うと、超音波所
見グレードスコアとの相関が見られなくなり、さ
らに関節内バイオマーカーの中で相関があったの
はMMP-3のみとなった。当初演者はVEGFやTNFα
も相関しているのではと考えていたが、そのよう
な所見は認められなかった。パワードップラーに
よる血流所見は早期に消失するが、グレースケー
ルによる滑膜肥厚所見は残存する傾向があり、ま
た慢性期の関節リウマチ症例で病勢を把握できる
ような関節内バイオマーカーを同定することや、
慢性期の関節炎を超音波画像などで評価すること
は非常に難しいそうである。ウマにおいても腕節
炎バイオマーカーを探索する試みは多くみられる
が、いまだに決定的なものがみつかっていない。昨
年の競走馬に関する調査研究発表会では、難治性
の腕節炎において発症6ヶ月以降もパワードップ
ラーによる血流所見が認められたとの報告があっ
た。今後、慢性期のウマの腕節炎の場合は、主に超
音波所見を活用しつつ、触診所見との関連を調査
していくことで病勢評価が可能となるものと考え
られた。

○BLT2受容体の上皮保護作用
横溝岳彦（順天堂大学）

　ロイコトリエンB4（LTB4）は、脂質アラキドン酸
代謝（アラキドン酸カスケード）におけるシクロオ
キシゲナーゼ（COX）代謝物であり、様々な炎症反
応の原因となる。LTB4の受容体には、高親和性の
BLT1と低親和性のBLT2が存在する。BLT1は炎症
細胞に発現し、様々な白血球サブセットを炎症部
位に動員する。一方、BLT2は皮膚や腸管の上皮細
胞、角膜などに発現しているが、これらの細胞にお
けるLTB4の役割は不明であった。何故なら、BLT2
の活性化には、通常では認められないほど極めて
高濃度のLTB4が必要であり、一般的な炎症反応の
中でBLT2は機能していないように考えられてき
たからである。そこで演者のグループはBLT2に対

して L T B 4 よりもはるかに親和性が高い
12-hydroxyheptadecatrienoic acid（12-HHT）とい
うリガンドを同定し、NSAIDs（アスピリン）による
COXのブロックから12-HHT産生が阻害されるこ
とに注目し、12-HHT/BLT2軸の生体内における作
用の解明に取り組んできた。
　BLT2はケラチノサイトに共通に発現しており、
in vitroの実験から12-HHT刺激によるケラチノサ
イト遊走能の活性化を確認した。また、BLT2ノッ
クアウトマウスではケラチノサイト遊走障害およ
び皮膚損傷治癒遅延も認められた。アスピリンを
投与された野生マウスでも創傷治癒は遅延した
が、その遅延はBLT2ノックアウトマウスでは認め
られなかった。
　12-HHTは血小板から大量に産生され、通常の皮
膚損傷であれば凝集した血小板から産生された
12-HHTによって上皮の修復が促進される。よっ
て、アスピリンが皮膚創傷治癒を遅延させるのは、
血小板における12-HHT産生阻害によるものと考
えられた。近年では12-HHT/BLT2軸が上皮バリア
機能にも重要な役割を有し、細菌毒素による肺損
傷に対しても保護的に働いていることが見いださ
れた。これらのことから演者は、BLT2作働薬を開
発することに意義があると報告した。
　12-HHTは、ヒトでは凝集した（つまり活性化し
た）血小板中で、アラキドン酸カスケードによりト
ロンボキサンA2とともに産生される。活性化した
血小板が顆粒に内含しているサイトカインを放出
するだけでなく、上皮細胞増殖を活性化するよう
なリガンド産生を行っていることは非常に興味深
い。血小板を濃縮して作製したものがPRPである
が、ウマPRPにおいては凍結融解による活性化を
行っても形態維持された血小板が多く存在する
ことを確認している。PRP治療では活性化させた
後の遠心上清のみを使用して治療を行うケース
も多く見られるが、この方法ではPRP中で機能を
維持している血小板が凝集反応を起こすことで
産生する12-HHTのようなリガンドを十分に利
用できていない可能性がある。PRPはフルで使用
することで最大限の効果を得られるのかもしれ
ない。また、12-HHTはBLT2に富むケラチノサイト
の遊走能を活性化させ、角膜上皮の再生を促すこ

とから、これが海外で報告されているいわゆる
eye PRP（e-PRP）治療の根拠である可能性が考え

られた。
（福田健太郎）

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）



（354） 馬の科学　Vol.54（4）2017

　本学会ではヒト疾患の病因病態の解明を、生体
シグナル伝達という切り口で情報交換している。
外部侵襲を受けた個体は炎症反応で対抗し、サイ
トカインネットワークにより各細胞活性を上昇さ
せて治癒へ誘導するのだが、恒常性というバラン
スを失った個体ではこのカスケードがうまく機能
しない。崩れたバランスを修正させるには、壊れた
シグナル経路に介入し修復させることが必要にな
る。現代ヒト医療では、この修復にiPSや間葉系幹
細胞のような細胞による治療を利用したり、抗体
の機能を利用した生物学的製剤が応用されたりし
ている。本学術集会は16のシンポジウムを核とし
て行われたが、内容は再生医療と抗体医療に大き
く２分されていた。以下に興味深い演題に関して
紹介する。

○超音波画像による関節炎モニタリング　－レバ
レッジ効果とセレンディピティー－

小笠原倫大（順天堂大学）
　高周波数のリニアプローブを用いた超音波検査
は、ヒト臨床においても関節炎や腱鞘滑膜炎の病
勢を確認するために多く用いられている。超音波
検査のような画像診断は、画像情報を患者と共有
することによって、治療法について納得してもら
うのに非常に有用である。関節炎（滑膜炎）を評価
する際は、まずグレースケール（Bモード）で滑膜の
肥厚の度合いを評価し、パワードップラーで血流・
パンヌス（微小血管）を確認する。もちろん正常な
滑膜にもある程度の血流が確認できるため、病変
部位に血流がどれだけ存在するかが鑑別上重要と
なる。
　ヒト臨床において関節炎の病勢を知る上で超音
波診断が有用となるのは、特に炎症の急性期であ
る。関節リウマチ症例に対する生物学的製剤の効

果判定のために、患者の関節疼痛炎症グレードと
各種関節内バイオマーカーおよび超音波所見グ
レードスコア（グレースケールおよびパワードッ
プラー所見によるスコアリング）を比較した結果、
それらはよく相関していた。ところが、加療24週
を過ぎた頃に同様の効果判定を行うと、超音波所
見グレードスコアとの相関が見られなくなり、さ
らに関節内バイオマーカーの中で相関があったの
はMMP-3のみとなった。当初演者はVEGFやTNFα
も相関しているのではと考えていたが、そのよう
な所見は認められなかった。パワードップラーに
よる血流所見は早期に消失するが、グレースケー
ルによる滑膜肥厚所見は残存する傾向があり、ま
た慢性期の関節リウマチ症例で病勢を把握できる
ような関節内バイオマーカーを同定することや、
慢性期の関節炎を超音波画像などで評価すること
は非常に難しいそうである。ウマにおいても腕節
炎バイオマーカーを探索する試みは多くみられる
が、いまだに決定的なものがみつかっていない。昨
年の競走馬に関する調査研究発表会では、難治性
の腕節炎において発症6ヶ月以降もパワードップ
ラーによる血流所見が認められたとの報告があっ
た。今後、慢性期のウマの腕節炎の場合は、主に超
音波所見を活用しつつ、触診所見との関連を調査
していくことで病勢評価が可能となるものと考え
られた。

○BLT2受容体の上皮保護作用
横溝岳彦（順天堂大学）

　ロイコトリエンB4（LTB4）は、脂質アラキドン酸
代謝（アラキドン酸カスケード）におけるシクロオ
キシゲナーゼ（COX）代謝物であり、様々な炎症反
応の原因となる。LTB4の受容体には、高親和性の
BLT1と低親和性のBLT2が存在する。BLT1は炎症
細胞に発現し、様々な白血球サブセットを炎症部
位に動員する。一方、BLT2は皮膚や腸管の上皮細
胞、角膜などに発現しているが、これらの細胞にお
けるLTB4の役割は不明であった。何故なら、BLT2
の活性化には、通常では認められないほど極めて
高濃度のLTB4が必要であり、一般的な炎症反応の
中でBLT2は機能していないように考えられてき
たからである。そこで演者のグループはBLT2に対

して L T B 4 よりもはるかに親和性が高い
12-hydroxyheptadecatrienoic acid（12-HHT）とい
うリガンドを同定し、NSAIDs（アスピリン）による
COXのブロックから12-HHT産生が阻害されるこ
とに注目し、12-HHT/BLT2軸の生体内における作
用の解明に取り組んできた。
　BLT2はケラチノサイトに共通に発現しており、
in vitroの実験から12-HHT刺激によるケラチノサ
イト遊走能の活性化を確認した。また、BLT2ノッ
クアウトマウスではケラチノサイト遊走障害およ
び皮膚損傷治癒遅延も認められた。アスピリンを
投与された野生マウスでも創傷治癒は遅延した
が、その遅延はBLT2ノックアウトマウスでは認め
られなかった。
　12-HHTは血小板から大量に産生され、通常の皮
膚損傷であれば凝集した血小板から産生された
12-HHTによって上皮の修復が促進される。よっ
て、アスピリンが皮膚創傷治癒を遅延させるのは、
血小板における12-HHT産生阻害によるものと考
えられた。近年では12-HHT/BLT2軸が上皮バリア
機能にも重要な役割を有し、細菌毒素による肺損
傷に対しても保護的に働いていることが見いださ
れた。これらのことから演者は、BLT2作働薬を開
発することに意義があると報告した。
　12-HHTは、ヒトでは凝集した（つまり活性化し
た）血小板中で、アラキドン酸カスケードによりト
ロンボキサンA2とともに産生される。活性化した
血小板が顆粒に内含しているサイトカインを放出
するだけでなく、上皮細胞増殖を活性化するよう
なリガンド産生を行っていることは非常に興味深
い。血小板を濃縮して作製したものがPRPである
が、ウマPRPにおいては凍結融解による活性化を
行っても形態維持された血小板が多く存在する
ことを確認している。PRP治療では活性化させた
後の遠心上清のみを使用して治療を行うケース
も多く見られるが、この方法ではPRP中で機能を
維持している血小板が凝集反応を起こすことで
産生する12-HHTのようなリガンドを十分に利
用できていない可能性がある。PRPはフルで使用
することで最大限の効果を得られるのかもしれ
ない。また、12-HHTはBLT2に富むケラチノサイト
の遊走能を活性化させ、角膜上皮の再生を促すこ

とから、これが海外で報告されているいわゆる
eye PRP（e-PRP）治療の根拠である可能性が考え

られた。
（福田健太郎）

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）
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　本学会ではヒト疾患の病因病態の解明を、生体
シグナル伝達という切り口で情報交換している。
外部侵襲を受けた個体は炎症反応で対抗し、サイ
トカインネットワークにより各細胞活性を上昇さ
せて治癒へ誘導するのだが、恒常性というバラン
スを失った個体ではこのカスケードがうまく機能
しない。崩れたバランスを修正させるには、壊れた
シグナル経路に介入し修復させることが必要にな
る。現代ヒト医療では、この修復にiPSや間葉系幹
細胞のような細胞による治療を利用したり、抗体
の機能を利用した生物学的製剤が応用されたりし
ている。本学術集会は16のシンポジウムを核とし
て行われたが、内容は再生医療と抗体医療に大き
く２分されていた。以下に興味深い演題に関して
紹介する。

○超音波画像による関節炎モニタリング　－レバ
レッジ効果とセレンディピティー－

小笠原倫大（順天堂大学）
　高周波数のリニアプローブを用いた超音波検査
は、ヒト臨床においても関節炎や腱鞘滑膜炎の病
勢を確認するために多く用いられている。超音波
検査のような画像診断は、画像情報を患者と共有
することによって、治療法について納得してもら
うのに非常に有用である。関節炎（滑膜炎）を評価
する際は、まずグレースケール（Bモード）で滑膜の
肥厚の度合いを評価し、パワードップラーで血流・
パンヌス（微小血管）を確認する。もちろん正常な
滑膜にもある程度の血流が確認できるため、病変
部位に血流がどれだけ存在するかが鑑別上重要と
なる。
　ヒト臨床において関節炎の病勢を知る上で超音
波診断が有用となるのは、特に炎症の急性期であ
る。関節リウマチ症例に対する生物学的製剤の効

第212回つくば病理談話会および
第107回JPCスライドセミナー

　つくば病理談話会では以下の2題が発表され
た。

396 )  サルのSt r ep t o c o c cu s  e qu i  s ub sp .  
zooepidemicusによる水腫を伴う線維素性胸膜炎
および化膿性肺炎 

北島絵理子(埼玉県中央家畜保健衛生所)
　埼玉県内の展示施設で飼育されていた48頭の
ホンドザルにおいて、2015年12月2日から18日に
かけて元気消失、食欲不振等を呈したのち5頭（2
～26歳齢）が死亡し、病性鑑定が実施された。提出
例はその中の一例（雌、25歳）である。細菌学的検
査では、提出症例の肝臓、脾臓、心臓から
Streptococcus equi subsp. zooepidemicusが分離さ
れ、16S rRNA遺伝子のシークエンス解析において
も、S. equi subsp. zooepidemicusと同定された。提
出例以外の4頭の主要臓器からも同一菌が分離さ
れた。ウイルス学的検査は未実施。病理解剖では、
肺は暗赤色化、退縮不全を呈し、胸腔および腹腔内
臓器に線維素様物が付着していた。また大脳およ
び小脳の髄膜には白色粘稠性物質が付着してい
た。組織学的検査では、肺(提出標本)において、全
域にわたる中等度の充・うっ血、出血と肺胸膜の肥
厚が見られた。肺胸膜では、好中球やマクロファー
ジの浸潤、線維素析出、水腫が重度で、肺胞腔内に
は好中球やマクロファージが中等度に浸潤し、漿
液が貯留していた。また血管壁は水腫性で、その周
囲には好中球が中等度に浸潤していた。抗ウサギ
M - L i k e蛋白質S z P s e血清および抗ウサギ
Streptococcus C群血清を用いた免疫組織化学的染
色では、肺の病変部のグラム陽性球菌に一致した
陽性所見が認められた。その他、心外膜、肝臓およ
び脾臓の被膜において、中等度～重度の好中球、マ
クロファージの浸潤、線維素析出、大脳の髄膜にお

いて軽度の好中球、マクロファージの浸潤が認め
られた。
　組織診断名としては「サルのStreptococcus equi 
subsp. zooepidemicusによる線維素性胸膜炎およ
び化膿性肺炎」、疾病診断名としては「サルの
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus感染症」と
された。本例の病理発生について発表者は不明と
述べていたが、参加者からは肺に最初に感染が起
こり、血行性に全身に化膿性病変が形成されたの
ではないかと助言があった。
　馬において本細菌は扁桃などに常在しており、
馬の化膿性病巣からしばしば分離される。長距離
輸送などのストレスによって引き起こされるいわ
ゆる輸送性肺炎の原因菌である。この輸送性肺炎
は病理組織学的には化膿性気管支肺炎が初期病変
で、同部の化膿性炎症は急激に小葉間結合組織を
経由して肺胸膜に水腫を伴いながら波及し、重度
な化膿性胸膜炎に移行する。サルにおける本菌の
病原性は明らかではなく、本感染症の集団発生の
報告もほとんどないことから、非常に興味深い発
表であった。

397) コブハクチョウの肝臓におけるH5N6亜型
高病原性鳥インフルエンザウイルスによる多発性
巣状壊死 

矢口裕司(茨城県県北家畜保健衛生所)
　提出例は、茨城県内のある湖沼において、2016
年12月13日に死亡していたコブハクチョウ（雄）
で、茨城県県北家畜保健衛生所に鳥インフルエン
ザの検査依頼があった症例である。この湖沼では、
12月8日から12月22日までに34羽のコブハク
チョウの死亡が確認され、そのうち30羽から高病
原性鳥インフルエンザウイルスが検出された。剖
検所見として、肝臓では表面および割面に白点が、

膵臓では壊死および出血が多数みられた。腸管は
暗赤色を呈し、粘膜面の出血がみられた。なお、提
出症例以外の29羽の鳥インフルエンザ陽性個体
のうち解剖を実施した6羽の肝臓と膵臓において
同様の壊死病変がすべての個体で認められた。組
織所見としては、肝臓(提出標本)において、びまん
性の巣状壊死が多発しており、一部では壊死巣が
融合して広範な壊死病変を形成していた。グリソ
ン鞘や小葉中心静脈の血管壁および血管周囲に
は、リンパ球浸潤が認められた。壊死病変以外の領
域では、肝細胞索が不明瞭となり、肝細胞の脂肪変
性や淡緑黄色色素を貪食したクッパー細胞が認め
られた。膵臓ではびまん性に広範な巣状壊死が多
数認められた。脾臓では巣状壊死および小血管壁
の壊死が認められた。腸管では絨毛の壊死および
出血が認められた。抗A型インフルエンザウイル
スマトリックス蛋白マウスモノクローナル抗体を
用いた免疫組織化学的検査では、肝臓・膵臓・脾臓・
心臓の実質細胞、腸管・肺の血管内皮細胞、脳の神
経細胞、眼瞼結膜上皮、羽軸や羽包上皮などで陽性
反応が確認された。組織診断名としては「コブハク
チョウの肝臓におけるH5N6亜型高病原性鳥イン
フルエンザウイルスによる壊死性肝炎」、疾病診断
名としては「コブハクチョウのH5N6亜型ウイル
スによる高病原性鳥インフルエンザ」とされた。高
病原性鳥インフルエンザは鳥の種類により病変が
異なるようで、コブハクチョウでは肝臓と膵臓に
おける壊死が高頻度に見られる病変ではないかと
演者は述べていた。
　馬のインフルエンザは、発熱とウイルス性の鼻
咽頭炎、気管・気管支炎、間質性肺炎などを呈し、そ
の後、常在菌であるStreptococcus zooepidemicusな
どによる化膿性気管支肺炎に移行する。高病原性
鳥インフルエンザとはかなり様相が異なるが、比
較病理学の観点からは非常に興味深い発表であっ
た。

（片山芳也）

　第107回JPCスライドセミナーでは以下の8症例
の組織標本について顕微鏡像を提示しながら説明
がなされた。我々の病性鑑定では経験できない

様々な動物種の感染症の病理組織像を大変興味深
く閲覧することができた。

2016-6-1 アヒルの心臓
　症例は、アヒル、20日齢、性別不明である。本症
例が飼育されていた4000羽規模のアヒル農場で
は、14~21日齢のアヒルに運動失調などの臨床症
状が認められ、最終的に2020羽中316羽が死亡し
た (死亡率は約16%)。
　解剖時、体腔内には線維素の顕著な析出が認め
られ、心臓や肝臓表面には多量の線維素が付着し
ていた。病理組織学的検索では、心外膜は肥厚し、
水腫、出血、重度の線維素の析出ならびに炎症細胞 
（偽好酸球、マクロファージ） の浸潤が認められ
た。同様の偽好酸球性、線維素性漿膜炎は肝臓、気
嚢ならびに腸管でもみられた。グラム染色では、線
維素中にグラム陰性の細菌塊が稀に認められた。
　Riemerella anatipestiferは、非芽胞形成性、非運
動性のグラム陰性桿菌であり、主にアヒルに感染
する。また、R. anatipestifer は、気道あるいは創傷
を介して感染し、線維素性心膜炎、肝周囲炎、気嚢
炎や骨髄炎を引き起こす。R. anatipestifer は種特
異的な生理・生化学的特徴を持たないため、同定に
は 16S rRNA のシークエンス解析あるいはマト
リックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質
量分析計 (MALDI-TOF/MS) が用いられている。
　MALDI-TOF/MS は細菌を構成するタンパク質
のマススペクトルに基づく同定法であり、これま
での形態学的および生化学的手法では同定できな
い細菌の同定に有用である。さらに、従来の同定法
と比べ、より短時間で同定することが可能である
などの利点がある。競走馬総合研究所にも 
MALD-TOF/MSが導入されており、病性鑑定など
において活用されている。

（越智章仁）

果判定のために、患者の関節疼痛炎症グレードと
各種関節内バイオマーカーおよび超音波所見グ
レードスコア（グレースケールおよびパワードッ
プラー所見によるスコアリング）を比較した結果、
それらはよく相関していた。ところが、加療24週
を過ぎた頃に同様の効果判定を行うと、超音波所
見グレードスコアとの相関が見られなくなり、さ
らに関節内バイオマーカーの中で相関があったの
はMMP-3のみとなった。当初演者はVEGFやTNFα
も相関しているのではと考えていたが、そのよう
な所見は認められなかった。パワードップラーに
よる血流所見は早期に消失するが、グレースケー
ルによる滑膜肥厚所見は残存する傾向があり、ま
た慢性期の関節リウマチ症例で病勢を把握できる
ような関節内バイオマーカーを同定することや、
慢性期の関節炎を超音波画像などで評価すること
は非常に難しいそうである。ウマにおいても腕節
炎バイオマーカーを探索する試みは多くみられる
が、いまだに決定的なものがみつかっていない。昨
年の競走馬に関する調査研究発表会では、難治性
の腕節炎において発症6ヶ月以降もパワードップ
ラーによる血流所見が認められたとの報告があっ
た。今後、慢性期のウマの腕節炎の場合は、主に超
音波所見を活用しつつ、触診所見との関連を調査
していくことで病勢評価が可能となるものと考え
られた。

○BLT2受容体の上皮保護作用
横溝岳彦（順天堂大学）

　ロイコトリエンB4（LTB4）は、脂質アラキドン酸
代謝（アラキドン酸カスケード）におけるシクロオ
キシゲナーゼ（COX）代謝物であり、様々な炎症反
応の原因となる。LTB4の受容体には、高親和性の
BLT1と低親和性のBLT2が存在する。BLT1は炎症
細胞に発現し、様々な白血球サブセットを炎症部
位に動員する。一方、BLT2は皮膚や腸管の上皮細
胞、角膜などに発現しているが、これらの細胞にお
けるLTB4の役割は不明であった。何故なら、BLT2
の活性化には、通常では認められないほど極めて
高濃度のLTB4が必要であり、一般的な炎症反応の
中でBLT2は機能していないように考えられてき
たからである。そこで演者のグループはBLT2に対

して L T B 4 よりもはるかに親和性が高い
12-hydroxyheptadecatrienoic acid（12-HHT）とい
うリガンドを同定し、NSAIDs（アスピリン）による
COXのブロックから12-HHT産生が阻害されるこ
とに注目し、12-HHT/BLT2軸の生体内における作
用の解明に取り組んできた。
　BLT2はケラチノサイトに共通に発現しており、
in vitroの実験から12-HHT刺激によるケラチノサ
イト遊走能の活性化を確認した。また、BLT2ノッ
クアウトマウスではケラチノサイト遊走障害およ
び皮膚損傷治癒遅延も認められた。アスピリンを
投与された野生マウスでも創傷治癒は遅延した
が、その遅延はBLT2ノックアウトマウスでは認め
られなかった。
　12-HHTは血小板から大量に産生され、通常の皮
膚損傷であれば凝集した血小板から産生された
12-HHTによって上皮の修復が促進される。よっ
て、アスピリンが皮膚創傷治癒を遅延させるのは、
血小板における12-HHT産生阻害によるものと考
えられた。近年では12-HHT/BLT2軸が上皮バリア
機能にも重要な役割を有し、細菌毒素による肺損
傷に対しても保護的に働いていることが見いださ
れた。これらのことから演者は、BLT2作働薬を開
発することに意義があると報告した。
　12-HHTは、ヒトでは凝集した（つまり活性化し
た）血小板中で、アラキドン酸カスケードによりト
ロンボキサンA2とともに産生される。活性化した
血小板が顆粒に内含しているサイトカインを放出
するだけでなく、上皮細胞増殖を活性化するよう
なリガンド産生を行っていることは非常に興味深
い。血小板を濃縮して作製したものがPRPである
が、ウマPRPにおいては凍結融解による活性化を
行っても形態維持された血小板が多く存在する
ことを確認している。PRP治療では活性化させた
後の遠心上清のみを使用して治療を行うケース
も多く見られるが、この方法ではPRP中で機能を
維持している血小板が凝集反応を起こすことで
産生する12-HHTのようなリガンドを十分に利
用できていない可能性がある。PRPはフルで使用
することで最大限の効果を得られるのかもしれ
ない。また、12-HHTはBLT2に富むケラチノサイト
の遊走能を活性化させ、角膜上皮の再生を促すこ

とから、これが海外で報告されているいわゆる
eye PRP（e-PRP）治療の根拠である可能性が考え

られた。
（福田健太郎）

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）



（356） 馬の科学　Vol.54（4）2017

　つくば病理談話会では以下の2題が発表され
た。

396 )  サルのSt r ep t o c o c cu s  e qu i  s ub sp .  
zooepidemicusによる水腫を伴う線維素性胸膜炎
および化膿性肺炎 

北島絵理子(埼玉県中央家畜保健衛生所)
　埼玉県内の展示施設で飼育されていた48頭の
ホンドザルにおいて、2015年12月2日から18日に
かけて元気消失、食欲不振等を呈したのち5頭（2
～26歳齢）が死亡し、病性鑑定が実施された。提出
例はその中の一例（雌、25歳）である。細菌学的検
査では、提出症例の肝臓、脾臓、心臓から
Streptococcus equi subsp. zooepidemicusが分離さ
れ、16S rRNA遺伝子のシークエンス解析において
も、S. equi subsp. zooepidemicusと同定された。提
出例以外の4頭の主要臓器からも同一菌が分離さ
れた。ウイルス学的検査は未実施。病理解剖では、
肺は暗赤色化、退縮不全を呈し、胸腔および腹腔内
臓器に線維素様物が付着していた。また大脳およ
び小脳の髄膜には白色粘稠性物質が付着してい
た。組織学的検査では、肺(提出標本)において、全
域にわたる中等度の充・うっ血、出血と肺胸膜の肥
厚が見られた。肺胸膜では、好中球やマクロファー
ジの浸潤、線維素析出、水腫が重度で、肺胞腔内に
は好中球やマクロファージが中等度に浸潤し、漿
液が貯留していた。また血管壁は水腫性で、その周
囲には好中球が中等度に浸潤していた。抗ウサギ
M - L i k e蛋白質S z P s e血清および抗ウサギ
Streptococcus C群血清を用いた免疫組織化学的染
色では、肺の病変部のグラム陽性球菌に一致した
陽性所見が認められた。その他、心外膜、肝臓およ
び脾臓の被膜において、中等度～重度の好中球、マ
クロファージの浸潤、線維素析出、大脳の髄膜にお

いて軽度の好中球、マクロファージの浸潤が認め
られた。
　組織診断名としては「サルのStreptococcus equi 
subsp. zooepidemicusによる線維素性胸膜炎およ
び化膿性肺炎」、疾病診断名としては「サルの
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus感染症」と
された。本例の病理発生について発表者は不明と
述べていたが、参加者からは肺に最初に感染が起
こり、血行性に全身に化膿性病変が形成されたの
ではないかと助言があった。
　馬において本細菌は扁桃などに常在しており、
馬の化膿性病巣からしばしば分離される。長距離
輸送などのストレスによって引き起こされるいわ
ゆる輸送性肺炎の原因菌である。この輸送性肺炎
は病理組織学的には化膿性気管支肺炎が初期病変
で、同部の化膿性炎症は急激に小葉間結合組織を
経由して肺胸膜に水腫を伴いながら波及し、重度
な化膿性胸膜炎に移行する。サルにおける本菌の
病原性は明らかではなく、本感染症の集団発生の
報告もほとんどないことから、非常に興味深い発
表であった。

397) コブハクチョウの肝臓におけるH5N6亜型
高病原性鳥インフルエンザウイルスによる多発性
巣状壊死 

矢口裕司(茨城県県北家畜保健衛生所)
　提出例は、茨城県内のある湖沼において、2016
年12月13日に死亡していたコブハクチョウ（雄）
で、茨城県県北家畜保健衛生所に鳥インフルエン
ザの検査依頼があった症例である。この湖沼では、
12月8日から12月22日までに34羽のコブハク
チョウの死亡が確認され、そのうち30羽から高病
原性鳥インフルエンザウイルスが検出された。剖
検所見として、肝臓では表面および割面に白点が、

膵臓では壊死および出血が多数みられた。腸管は
暗赤色を呈し、粘膜面の出血がみられた。なお、提
出症例以外の29羽の鳥インフルエンザ陽性個体
のうち解剖を実施した6羽の肝臓と膵臓において
同様の壊死病変がすべての個体で認められた。組
織所見としては、肝臓(提出標本)において、びまん
性の巣状壊死が多発しており、一部では壊死巣が
融合して広範な壊死病変を形成していた。グリソ
ン鞘や小葉中心静脈の血管壁および血管周囲に
は、リンパ球浸潤が認められた。壊死病変以外の領
域では、肝細胞索が不明瞭となり、肝細胞の脂肪変
性や淡緑黄色色素を貪食したクッパー細胞が認め
られた。膵臓ではびまん性に広範な巣状壊死が多
数認められた。脾臓では巣状壊死および小血管壁
の壊死が認められた。腸管では絨毛の壊死および
出血が認められた。抗A型インフルエンザウイル
スマトリックス蛋白マウスモノクローナル抗体を
用いた免疫組織化学的検査では、肝臓・膵臓・脾臓・
心臓の実質細胞、腸管・肺の血管内皮細胞、脳の神
経細胞、眼瞼結膜上皮、羽軸や羽包上皮などで陽性
反応が確認された。組織診断名としては「コブハク
チョウの肝臓におけるH5N6亜型高病原性鳥イン
フルエンザウイルスによる壊死性肝炎」、疾病診断
名としては「コブハクチョウのH5N6亜型ウイル
スによる高病原性鳥インフルエンザ」とされた。高
病原性鳥インフルエンザは鳥の種類により病変が
異なるようで、コブハクチョウでは肝臓と膵臓に
おける壊死が高頻度に見られる病変ではないかと
演者は述べていた。
　馬のインフルエンザは、発熱とウイルス性の鼻
咽頭炎、気管・気管支炎、間質性肺炎などを呈し、そ
の後、常在菌であるStreptococcus zooepidemicusな
どによる化膿性気管支肺炎に移行する。高病原性
鳥インフルエンザとはかなり様相が異なるが、比
較病理学の観点からは非常に興味深い発表であっ
た。

（片山芳也）

　第107回JPCスライドセミナーでは以下の8症例
の組織標本について顕微鏡像を提示しながら説明
がなされた。我々の病性鑑定では経験できない

様々な動物種の感染症の病理組織像を大変興味深
く閲覧することができた。

2016-6-1 アヒルの心臓
　症例は、アヒル、20日齢、性別不明である。本症
例が飼育されていた4000羽規模のアヒル農場で
は、14~21日齢のアヒルに運動失調などの臨床症
状が認められ、最終的に2020羽中316羽が死亡し
た (死亡率は約16%)。
　解剖時、体腔内には線維素の顕著な析出が認め
られ、心臓や肝臓表面には多量の線維素が付着し
ていた。病理組織学的検索では、心外膜は肥厚し、
水腫、出血、重度の線維素の析出ならびに炎症細胞 
（偽好酸球、マクロファージ） の浸潤が認められ
た。同様の偽好酸球性、線維素性漿膜炎は肝臓、気
嚢ならびに腸管でもみられた。グラム染色では、線
維素中にグラム陰性の細菌塊が稀に認められた。
　Riemerella anatipestiferは、非芽胞形成性、非運
動性のグラム陰性桿菌であり、主にアヒルに感染
する。また、R. anatipestifer は、気道あるいは創傷
を介して感染し、線維素性心膜炎、肝周囲炎、気嚢
炎や骨髄炎を引き起こす。R. anatipestifer は種特
異的な生理・生化学的特徴を持たないため、同定に
は 16S rRNA のシークエンス解析あるいはマト
リックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質
量分析計 (MALDI-TOF/MS) が用いられている。
　MALDI-TOF/MS は細菌を構成するタンパク質
のマススペクトルに基づく同定法であり、これま
での形態学的および生化学的手法では同定できな
い細菌の同定に有用である。さらに、従来の同定法
と比べ、より短時間で同定することが可能である
などの利点がある。競走馬総合研究所にも 
MALD-TOF/MSが導入されており、病性鑑定など
において活用されている。

（越智章仁）

　平成29年6月28日～29日の2日間にわたり、第
70回日本酸化ストレス学会学術集会が、つくば国
際会議場において開催された。招待講演2題、教育
講座7題、シンポジウム2題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演59題、ポスター発表85題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肺炎・慢性炎症性気道疾患における酸化ストレ
ス動態の解析

佐藤圭創（九州保健福祉大学薬学部）
　感染症の歴史は、人類の歴史と言っても過言で
はない。ヒトの動きとともに感染症は広がり、ヒト
の人口密度が高くなるとさらに蔓延する。過去の

感染症は恐怖との戦い、感染症の現在は病原微生
物との戦いである。そして、抗微生物療法のみで
は、感染症の完全な制御は望めない場合が存在す
ることがわかってきた。すなわち、「よりきれいに
治す」ためには、抗微生物療法だけではなく、病原
微生物が生成する病原性物質の生成の制御、病原
微生物に対する生体側の反応の制御が不可欠であ
る。さらに、この考えをすすめることで、病原微生
物を病原微生物でないようにする、「微生物との共
存を目的とした感染症治療」が、見えてくる。つま
り、未来の感染症治療は、微生物感染に伴う病態を
解析し、それに即した治療を行うことであり、微生
物との共存をめざし、耐性微生物の出現を起こさ
ないようにすることである。この発表では、酸化ス

トレスをキーワードとして、演者らが開発した
POBN(4-Pyridyl-1-oxide-tert-butyl Nitrone)を用い
たlipid phase extraction法やi-Strap(リバースピ
ペッティング操作)法を駆使して、酸化ストレス病
態を解析し、それに即して肺炎・慢性炎症性気道疾
患について検討・考察を加えていた。
　緑膿菌感染マウスモデルを用いて、その酸化ス
トレス病態を解析し、病態に応じた治療戦略を検
討。まず、POBN を用いたspin trap extraction法を
用いて、緑膿菌感染マウスモデルの病態に酸化ス
トレスが確かに関与していることを直接証明し
た。そして、NADPH oxidase KOマウスやiNOS KO
マウスを用いて、酸化ストレスの原因となるラジ
カル産生を解析し、NADPH oxidaseから生成され
るsupe r o x i d eとxan t h i n e  o x i d a s eによる
superoxideが主な経路で、iNOS系はmajorな経路
ではないことを確認した。また、このラジカル生成
のパターンと組織学的所見が、よく相関すること
も確認した。
　続いて、多くの慢性気道感染症の炎症制御薬と
して使用されるマクロライドの新作用に着目し、
前述の病態解析の結果をふまえて、マクロライド
による緑膿菌性肺炎の治療を試みた。その結果、マ
ウス致死的緑膿菌感染モデルに対して、抗緑膿菌
剤を用いることなく、マクロライド単独療法で、生
存率の著明な改善効果を認めることが判明した。
さらに、そのメカにズムについて解析したところ、
マクロライドが、緑膿菌感染によるxanthine  
oxidaseの活性上昇を抑制し、その結果、O2.-生成が
減少し生存率が改善することがわかった。このマ
ウスにおいて、全血中のフリーラジカルを測定し
たところ、感染群でラジカル生成が亢進し、マクロ
ライド使用でラジカル生成が著明に減少すること
を確認した（i-STrap法）。さらに、演者らが開発し
たヒト全血でフリーラジカルを測定できるシステ
ムを用いて、実際のヒト肺炎例や慢性気道炎症例
でも、全血中フリーラジカル生成をマクロライド
が抑制することを確認した（i-STrap法）。
　肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療の方向性は、抗
微生物療法だけに頼っていてはだめで、その病態
を解析し、治療のターゲットを明確にして、Treat 
to target（目標達成に向けた治療）をめざしていか

なければならない。この研究で、酸化ストレスが大
きなターゲットであることを確認できた。以上を
総括すれば、肺炎・慢性炎症性気道疾患の治療は、
「よりきれいに治す」ために、抗微生物療法＋微生
物の病原因子制御療法＋宿主の過剰免疫制御療法
＋酸化ストレス制御を併用し、総合的に肺炎・慢性
炎症性気道疾患の治療を行うべきであると考えら
れた。

○運動は抗酸化ストレス応答を賦活化して脂肪肝
の肝病態を改善する

正田純一（筑波大学医学部）
　食習慣の欧米化と慢性的な運動不足に伴い肥満
人口は急増している。肥満は非アルコール性脂肪
性肝疾患(non-alcoholic fatty l iver disease: 
NAFLD)の重要な病態基盤となる。NAFLDの発症と
その進展の予防には、食事・運動療法以外にコンセ
ンサスが得られた治療法は未だない。慢性肝障害
を有する者に対して、とかく懸念されやすい運動
療法により肝炎病態や肝線維化を改善し、その進
展の抑止を図ることの意義は大きい。運動は内臓
脂肪の減少に有用であり、NAFLDによる肝機能障
害の改善にも有効であると報告されてきた。しか
し、これら運動の有用性に関するエビデンスは少
ない。講演では、中年肥満男性を対象とした運動実
践の効果、肝病態に及ぼす影響、さらに、その分子
メカニズムについて言及した。
　筑波大学主催の減量教室（2006－2010）に参加
した男性肥満者236名（年齢50±9、BMI30±4）を
対象に、3ヶ月間の運動療法(E)と食事療法（D）の効
果に関する比較検討を行った。EはDに比較して、
エネルギー消費量の増加、除脂肪体重の維持、
VO2maxの増加の項目において優位性を示した。一
方、Dはエネルギー摂取量の減少、体重減少、内臓
脂肪面積の減少の項目において優位性を示した。
肝線維化が疑われた肥満者では、血清フェリチン
値とTBARS（2-thiobarbituric acid reactive 
substances：2-チオバルビツール酸反応性物質）値
の減少、adiponectin値の増加において優位性を示
した。これらのことより、肥満者におけるEはDと
比較して、体重減少や内臓脂肪量減少の体組成変
化の変動幅は少ないものの、骨格筋保持、炎症病態

の改善と酸化ストレスの減少により肝機能障害を
改善し、さらに、肝線維化の進展を抑止する有用性
があると考えられた。
　運動療法による炎症病態の改善と酸化ストレス
レベルの軽減は、今後の医療現場において、運動を
核とするNAFLDの予防と治療の礎となるもので
ある。しかしながら、運動療法による肝病態改善の
分子メカニズムの詳細は解明されていない。　
　最近、運動実践がその強度に比例して、ヒト単核
球の酸化ストレス応答性転写因子 N r f 2
(NF-E2-related factor 2)とその標的分子を活性化
して、抗酸化ストレス応答を発揮することが報告
された。Nrf2は侵害刺激に対して生体が発動する
防御機構を制御する因子である。その役割は同遺
伝子欠損マウスの解析により、従来からの抗酸化
ストレス応答に加えて、自然免疫活性化を制御す
る因子であり、さらに、脂肪酸代謝を抑制し脂肪蓄
積を抑止する作用、鉄代謝を賦活化し鉄蓄積を抑
止する作用などを有することが判明している。

　筑波大学主催の減量教室に参加した男性肥満者
より末梢血単核球を採取し、Nrf2の標的分子の発
現レベルを解析した。その結果、運動実践はNrf2標
的分子のうち解毒代謝酵素であるNQO1(NAD(P)H 
dehydrogenase, quinone 1)、鉄分子の輸送担体で
あるFPN1(Ferroportin-1)、脂肪酸合成酵素、脂肪酸
酸化酵素の発現レベルを増加させた。このことよ
り、中高強度の運動実践はNrf2を活性化し、抗炎
症・酸化ストレス応答、肝脂肪酸代謝、肝線維化の
分子機構を修飾し、肝の炎症・酸化ストレス、脂肪
蓄積と線維化の抑止による肝障害を改善すると推
測された。
　今後においては、スポーツ医学や健康科学の観
点より、運動によりもたらされる調節・適応機構を
分子レベルで解析を行い、細胞、臓器、個体の各レ
ベルにおいて運動効果に関するエビデンスを創出
する「分子スポーツ医学」の発展が期待される。 

（石田信繁）
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研究ノート
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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
装蹄歴史案内　第18回　競走馬の除鉄試験（前編）
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黒田泰輔職員の博士学位論文紹介『競走馬におけるMethicillin-resistant Staphylococcus aureus(MRSA)感染症
　および競走馬医療におけるMRSAの伝播について』
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学会報告
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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

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

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
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　―蹄尾、内外の圧力バランスについて
アスリートホースのための水治療法
ディトレーニング中の異なる運動強度がサラブレッドの有酸素能力に与える影響
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第207回つくば病理談話会ならびに第103回JPCスライドセミナー
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特別記事、トピック、随筆、研修・セミナー、情報コーナー（衛生情報、学会見聞記など）、催事案内その他に

区分して掲載する。

６．発行回数

　　本誌の発行回数は、原則として年 4回とする。

７．別刷りの贈呈

　　原則として、研究コーナー（レポート、ノート）、総説、解説記事の執筆者には PDF ファイルを贈呈する。

８．雑則

　　その他、この規定に定めのない事柄は、編集委員会の協議を経て別に定める。
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「馬の科学」執筆要領
１．原稿の作成
　原稿は、A4版横書きとし、ワープロソフト（Microsoft Word が望ましい）を用いて、
下記の留意事項に従って作成して下さい。
２．校正
　校正は、原則として執筆者は初校の１回のみとし、再校および三校以上は編集主幹な
らびに印刷所が行うものとします。
３．転載の承認
　本誌は、普及誌（学術誌ではありません）です。原稿作成にあたり、他の文献などか
ら図表を引用する場合には、その転載許可は原則として著者の責任で行って下さい。
４．用語
　専門用語は、原則として日本語で記し、英語訳が必要と思われる場合には、日本語の
後に付記して下さい。付記する英語は、本文の最初に出てくる場所のみとします。動・
植物名および外国の国名は、原則としてカタカナで表記して下さい。学名はイタリック
体で、度量衡の単位と略号は、CGS 単位または国際単位（SI 単位）を用いて下さい。
数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献
　記載方法は、一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）
　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先
〒329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所
「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@equinst.go.jp
電話：0285-44-0090（代表）
ファクシミリ：0285-44-5676

※許可なく記事の転載を禁じます
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