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巻　頭　言

優秀な人材の確保を目指して

新年明けましておめでとうございます。本年も「馬の科学」をよろしくお願いいた
します。さて、16 、18 、22 、16 、17 、この数字の羅列は何を意味していると思わ
れますか?

実はこの数字は平成25年から平成29年までの５年間におけるJRA獣医職員採用試験の
受験者数の推移を示しています。一昔前には何十人もの応募があったことを考えると、近
年の少ない受験者数には将来に向けた優秀な獣医職員の確保に強い危機感を感じている
ところです。世間的にはわが国の獣医師数が充足しているか否かで論争がなされていると

ころですが、少なくとも就職先として産業動物や大動物を希望する獣医大学生が減少していることは間違いなく、
その一つの要因として日常生活の中で大動物にふれあえる環境が少なくなっていることが考えられます。特に馬
に関しては、獣医系大学においてでさえ教育環境が十分に整備されているとはいい難く、馬に関する獣医学教
育への支援が必要な状況にあります。そこで、JRAでは競走馬総合研究所や日高育成牧場においてセミナーを開
催し、馬の臨床や生産育成に関する実習や講義および乗馬体験などを実施するとともに、大学に出向いての講
義や実習ならびに岐阜大学や山口大学大学院連合獣医学研究科の連携研究機関として学生の指導にも当たって
います。また、美浦、栗東トレーニング・センターの競走馬診療所では臨床実習を希望する学生を受け入れ、
馬獣医師の育成を支援しています。さらに、幼少期に馬獣医師の仕事を知ることで将来の目標になることを期
待して、「キッザニア」と連携し小中学生を対象とした馬獣医師体験学習やトレセン見学会を開始しています。

わが国の競馬サークルはこれまで長きに渡り男社会が続いており、馬獣医師の世界でも例外ではありませんで
した。しかし、藤田菜七子騎手の活躍に代表されるように、近年は競馬サークルへの女性の就業は珍しいことで
はなく、JRA獣医職員採用試験においても女性の受験者は増加しています。振り返れば、既に獣医系大学の学生
は約半数が女性であり、海外では馬に携わる女性獣医師が当たり前となっていることから、今後ますますJRA女性
獣医職員の比率は増加していくことが予想されます。この現状を共通認識として、男女に係らず働きやすく魅力
ある職場環境をしっかりと整備していくことが、優秀な馬獣医師の確保のために求められていると考えています。

また、少子化が進行し、社会の様々な分野で人手不足が深刻化する中、競馬サークルでの人手不足は、馬
獣医師だけでなく馬取扱者や装蹄師などあらゆる分野で顕在化しており、安定的な競馬の運営に影響が出る
ことが危惧されます。JRAとしては幼少期から日常的に馬にふれあう機会を提供し、身近に馬を感じられる
環境を整備することが重要であるとの認識の下、競馬場などのJRA施設において「乗馬少年団」、「体験乗馬
などの馬イベント」およびポニーを活用した「ジョッキーベイビーズ」などを実施してきました。近年は全
国各地の小学校における総合学習の時間を利用して、馬に関する授業や実馬とのふれあいを行う「小学校出
張授業」にも力を入れています。また、「BOKUJOB」では馬の生産育成牧場への就職活動を支援しています。
さらに馬事公苑を会場として開催される2020東京オリンピック・パラリンピックの馬術競技は、馬をアピー
ルする絶好の機会であるため、乗馬人口拡大の契機となるよう準備を進めているところです。

少子化に伴う人手不足解消には特効薬はありませんが、馬には馬自身が持つ魅力、乗馬やふれあいによる
癒しの力があります。この馬の持つ魅力を最大限に活用して、様々な面から地道にアピールする努力を継続
していくことが、馬産業に優秀な人材を確保していく上で重要であると考えています。

平成30年１月１日
馬事部

部長　山野辺　　啓
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はじめに
多血小板血漿（PRP）療法がヒトや動物臨床医

学分野で幅広く応用されている[１-５] 。PRPに
は濃縮抽出された血小板が多く含有されており、

研究レポート

多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma: PRP）投与は
健常なサラブレッド骨格筋の遺伝子発現や組織形態に

影響するか？

福田健太郎1）・宮田浩文2）・桑野睦敏1）*・黒田泰輔1）・田村周久1）・琴寄泰光1）**・笠嶋快周1）

要旨

多血小板血漿（PRP）療法は、ヒトのスポーツ臨床医学分野で骨格筋の再生を促進させる効果があ
るとされ、新しい筋障害治療法として注目されている。ウマに対しても効果が期待できるが、筋損傷
に対するPRP療法の報告は見られない。今回我々は、PRP投与が健常筋におよぼす影響を調査した。

7頭の健康なサラブレッド種から自己血由来のPRPを作製し、PRPおよび生理食塩水を左右の中殿筋
にそれぞれ２回筋肉内投与した。投与２日後および7日後に針生検にて筋サンプルを採取した。得ら
れたサンプルは免疫組織化学的検索を行い、筋原性サテライトセルや筋線維タイプの変化を観察し、
組織学的データを投与前（PRE）、生食およびPRP処置群の3群間で比較した。さらに、筋線維の分化

（MHC-I、-II 、-e）、サテライトセル活性（CK、Pax7、MyoD、Myogenin）およびサイトカイン（IL-6、
IGF-1 、HGF）に関わる遺伝子発現をリアルタイムRT-PCR法により観察し、生食およびPRP処置間で
２群間比較した。

PRP投与部位周囲の筋組織では、PRE、PRP、生食処置間で著明な組織学的変化は認められなかった。
サテライトセル活性と関連の深い遺伝子については、投与７日後に発現が認められたが、PRPと生食
処置間での相違は認められなかった。一方、投与２日後では、未分化のミオシン重鎖であるMHC-e遺
伝子が、生食投与に比べPRP投与によって有意に高く発現し、７日後のMHC-I遺伝子発現でも同様の
所見を得た。

これらの結果により、PRPの健常骨格筋内投与は周囲の筋組織に形態学的変化をもたらさないが、
投与部の筋組織で筋線維の分化に関連する遺伝子発現量が増えていることから、筋再生活動を活性化
させていることが考えられた。

1）Fukuda Kentaro, Kuwano Atsutoshi, Kuroda Taisuke, Tamura Norihisa, Kotoyori Yasumitsu, Kasashima Yoshinori：競走馬総合研究所
2）Miyata Hirofumi：山口大学
* 現　日本装削蹄協会
** 現　日高育成牧場
この研究レポートは、Journal of Equine Science 2017, 28（2）: 31-39に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

自己血液を遠心することで容易に作製できる［１、 
６-８］。このため、PRP療法は免疫学的に安全で
あり、低コストで実施できる治療法である。血小
板は活性化させると、トランスフォーミング増殖
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因子β（TGF-β）や血小板由来成長因子（PDGF）
といった様々な成長因子をα顆粒から放出する
が、PRP療法はこういった多種多量の成長因子が
組織再生や創傷治癒を促進させることを期待して
実施される ［１］。ヒト臨床においてPRP療法は、
特に口腔外科や歯科領域において再生細胞治療と
併用して応用された［９-11］。その後、整形外
科分野において、腱靱帯、骨関節、および筋肉と
いった幅広い部位の傷害に適用され、それぞれ良
好な結果が数多く報告されている［４, 12］。ウ
マでは腱靱帯炎の新しい治療法としてPRP療法が
注目されている。Schnabelらは培養細胞を用いた
研究で、PRPが浅指屈腱におけるコラーゲン遺伝
子の発現を増強させることを報告した［13］。近
年ではin vivoにおけるPRP療法に関する調査研究
報告も散見されるようになった ［14, 15］。

現在ヒトのスポーツ傷害治療において、PRP療
法は骨格筋損傷に対する新しい治療法として期待
され、多くの良好な治療結果が報告されている
が［４, 16］、競走馬の筋損傷に対してもPRP療法
は効果的である可能性がある。ところが、ウマの
腱靱帯損傷に対してPRPがもたらす効果について
は報告が多く散見されるが、我々の知る限り、骨
格筋に対するPRP療法に関する詳細な報告は見当
たらない。そこで本研究では、ウマにおいても他
の動物種同様に、PRPの筋肉内投与により、投与
部位周囲における筋再生に関する遺伝子発現の増
進、および筋原性前駆細胞であるサテライトセル
の形態学的な活性化が認められるものと仮説を立
てた。本研究の目的は、健常なウマ骨格筋に対す
るPRP筋肉内投与によって生じる、骨格筋やサテ
ライトセルに関連する遺伝子発現や組織形態の変
化を調査することである。

材料と方法
JRA競走馬総合研究所に繋養されていた７頭

の健康なサラブレッド（６～ 12歳、牡６頭牝１
頭、体重435 ～ 493kg）を使用した。本実験で
用いたPRPは以下の方法で作製された。まず抗凝
固剤として採血量の10%量のクエン酸ナトリウム

（ACD-A注射液、テルモ、東京）をあらかじめ満
たしたシリンジを用いて、頸静脈より100mlの静

脈血を採血した。血液は10本のポリプロピレン
チューブへ等量ずつ分注し、４℃下で400g×７
分間遠心した。各チューブの血漿分画を別のポリ
プロピレンチューブへ移し、４℃下で2,000g×
７分間遠心した。各チューブの底から１mlを残し
て上清を廃棄し、残りを再浮遊させて集めてPRP
とした。得られたPRPについては自動血球計算機

（sysmex K-4500 、シスメックス社、神戸）を用
いて血小板数を数え、全血中の血小板数と比較し
た。最終的に得られたPRPは-30℃で凍結保存さ
れた。投与直前に室温で解凍し、血小板を活性化
させ成長因子を放出させた［13, 17］。

解凍させたPRP中のPDGF isoform BB（PDGF-
BB）およびTGF-β isoform 1（TGF-β1）濃度を、
ELISAキット（Quantikine Human PDGF-BB ELISA 
DBB00およびQuantikine Human TGF-β1 ELISA 
DB100B, R&D systems、Minneapolis、MN、U.S.A.）
を使用して測定した。使用したELISAキットはヒ
ト用であるが、ウマでも使用可能であることが既
に確認されている［13, 14, 18］。

実験全行程において、塩酸メデトミジン（ドミ
トール、ゼノアック社、福島：5μg/kg, IV）によ
る十分な鎮静下で行った。右中殿筋に２×２㎝の
正方形範囲で３域剃毛洗浄した。それぞれのエリ
アは５㎝以上間隔をあけた。まず、３域のうち１
域に２%リドカイン注射液（キシロカイン注射液、
アストラゼネカ社、大阪）を使用して皮下浸潤麻
酔を行い、針生検により健常筋サンプル（PRE）
を採材した。続いて、残りの２域にそれぞれ４ml
の活性化自己PRPおよび生理食塩水を、皮下２～
３㎝に均一になるように筋肉内投与した。この処
置の５日後、左中殿筋部に、右側と対称の位置に
同様の処置を行った。最初の投与から７日後、両
中殿筋のすべての筋注部位より鎮静および浸潤麻
酔下で針生検を行った。右側から得られたサンプ
ルを7D群（投与７日後群）、左側から得られたサ
ンプルを2D群（投与２日後群）とした。得られ
たすべての生検サンプルは液体窒素中で急速に凍
結され、定量まで-80℃で保管された。生検後は
抗生剤投与および滅菌ドレッシングによる保護を
行った。

バイオプシー試料からの凍結組織標本作製は、
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河合らの方法に基づいて行った［19］。簡潔に記
載すると、筋線維長軸と直角をなす凍結筋組織の
横断面を、-20℃下でクリオスタットを用いて厚
み８μmの連続切片とし、風乾固定した。その後、
各筋線維のミオシン重鎖（myosin heavy chains: 
MHCs）分子種を識別するために、酵素抗体法
を用いて免疫組織化学的染色を行った。１次抗
体として抗MHC-IIマウス・モノクローナル抗体

（MY-32 、SIGMA-Aldrich Japan 、東京）および
抗MHC-IIaマウス・モノクローナル抗体（SC-71、
DSHB 、Iowa City 、IA 、U.S.A.）を使用し、２次
抗体としてホースラディッシュペルオキシダーゼ

（HRP）標識ヤギ抗マウスIgGポリクローナル抗体
（Bio-Rad laboratories 、 Hercules 、CA 、U.S.A.）
を使用した。発色にはDABを用いた。

並行して、サテライトセルの局在を確認するた
めに、４%パラホルムアルデヒドを用いて他の連
続切片を固定後に蛍光免疫染色を実施した。１
次抗体としてサテライトセルマーカーである抗
Pax7マウス・モノクローナル抗体（DSHB 、Iowa 
City 、IA 、U.S.A.）および筋基底膜マーカーであ
るウサギ抗Laminin抗体（L9393、Sigma-Aldrich 
Co. LLC 、St Louis 、MO 、U.S.A.）を使用し、２　
次抗体としてPax7にはCy3標識ヤギ抗マウスIgG
ポリクローナル抗体（Jackson ImmunoResearch 
Inc. 、West Grove 、PA 、U.S.A.） を、lamininに
はAlexa Fluor 488標識ヤギ抗ウサギIgG抗体（Mo-
lecular Probes, 東京）を使用した。対比染色とし
てDAPIによる筋核染色を実施した。

得られた免疫組織化学的染色所見から、筋線
維の型別分類を行った。MHC-II陰性かつMHC-
IIa陰性のType I 、MHC-II陽性かつMHC-IIa陽性
のType IIa 、およびMHC-II陽性かつMHC-IIa陰
性のType IIxに分類し、筋線維の組成を山野らの
方法で算出した［20］。一方、Pax7 、Lamininお
よびDAPI各染色画像を画像処理ソフトPhotoshop

（Adobe Systems Inc. 、San Jose 、CA 、U.S.A.）
上で重ね合わせ、基底膜より内側かつ筋線維より
外側のPax7陽性核をもつもののみをサテライト
セルとした［19］。その後、Type Iは25本、Type 
IIaおよびType IIxは各50本程度の筋線維を無作為
に抽出し、各筋線維type別に筋核数、サテライト

セル数および筋線維横断面積をImageJ（NIH 、
Bethesda 、MD 、U.S.A.）にて計測した。以上の
計測結果から、筋核数/筋線維、中心核存在割合、
筋核ドメインサイズ、サテライトセル数/筋線維
を集計した。

また、筋線維再生に関わる各遺伝子発現状況を
確認するため、河合らの方法に基づきグリセルア
ルデヒド-３-リン酸脱水素酵素（glyceraldehyde-
３-phosphate dehydrogenase: GAPDH）mRNAを
内在性コントロールとするリアルタイムRT-PCR
法を行った［19］。簡潔に記載すると、全RNAを
TRIzol（Invitrogen 、東京）を用いて抽出し、収
量を測定した。その後、サンプルからゲノムDNA
を除去するため、TURBO DNase（Ambion、東京）
を混合して37℃ 30分間処理した。得られたRNA
サンプル0.5μgに対してExscriptTM RT reagent Kit

（タカラバイオ、滋賀）を用いて一本鎖cDNAを作
製し、StepOneリアルタイムPCRシステム（Applied 
Biosystems Japan 、東京）のSYBRグリーンPCR
マスターミックスプロトコルを用いて解析を行っ
た。RNA増幅プロトコルは、熱変性条件を最初
95℃10分間とし、その後95℃30秒間で40回行っ
た。アニーリングおよび伸長反応は58℃で１分
間行った。確認した項目は、MHC-I 、MHC-II 、
未分化MHC（embryonic MHC;MHC-e）、クレアチ

付表　本実験で使用したリアルタイムRT-PCRプラ
イマーの配列

GAPDH
F CAAGGCTGTGGGCAAGGT
R GGAAGGCCATGCCAGTGA

MHC-I
F GGAATGACAACTCCTCTCGCTTT
R TCAATATCAGCAGAAGCCAGTTTC

MHC-II
F CCCATGAACCCTCCCAAATA
R GCAGGCTCATGCAGGTGAGT

MHC-e
F TCACTTTGTGCGCTGTATAATTCC
R CTGGTGCAGGACAAGGCTATG

CK
F GGAATCAGCGCCGGAAA
R ACCAATAGCACCCCCTGTCA

Pax7
F CATCGGCGGCAGCAA
R TCCTCGATCTTTTTCTCCACATC

MyoD
F ACGGCTCTCTCTGCAACTTTG
R GAGTCGAAACACGGGTCATCA

Myogenin
F TCACGGCTGACCCTACAGATG
R GGTGATGCTGTCCACAATGG

IL-6
F AACAACTCACCTCATCCTTCGAA
R CGAACAGCTCTCAGGCTGAAC

IGF-1
F TGTCCTCCTCACATCTCTTCTACCT
R CGTGGCAGAGCTGGTGAA

HGF
F GGTACGCTACGAAGTCTGTGACA
R CCCATTGCAGGTCATGCAT
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ンキナーゼ（Creatine Kinase ;CK）、Pax7 、myo-
genic determination factor （MyoD）、myogenin 、
インターロイキン６（Interleukin-6 ; IL-6）、イン
シュリン様成長因子（Insulin-like growth factor 
isoform 1;IGF-1）、肝細胞増殖因子（Hepatocyte 
growth factor;HGF）とした。プライマーの塩基配
列は付表のとおりであった。得られた結果につい
ては、各項目のPREのmRNA発現量を１としたと
きの相対値で表した。

組織学的検索により得られたデータの比較で
は、一元配置分散分析法により有意差検定を行っ
た。生食およびPRP群間の遺伝子発現の比較では、
ウイルコクソン符号順位検定を行った。すべての
検定において、解析にはマイクロソフトエクセル
2007マクロソフト（Statcel3 、OMS出版、埼玉）
を使用し、統計的有意水準はP<0.05とした。

結果
PRP

実験に供用されたウマ7頭から得られた全血
中の血小板数は、5.4 ～ 13.3×104/μl（平均±
SD;9.8±2.8×104/μl）であり、PRP中の血小板
数 は、62.6 ～ 85.0×104/μl（72.3±8.2×104/
μl）であった。血小板濃縮倍率は5.4～12.1倍（7.9
±2.3倍）であった。凍結解凍させたPRP中には、
PDGF-BBが5.0±1.6ng/ml 、TGF-β1が15.4±
6.6ng/ml存在した。これらは血清中の濃度に比べ
て、それぞれ5.0±0.7倍および3.7±1.7倍高かっ
た。PRP中の血小板数、PDGF-BB濃度、TGF-β1
濃度の間で相関は認められなかった。
筋形態解析

蛍光免疫染色の典型的な画像例を図１に示す。
得られた筋形態計測結果を表１に示す。筋線維
Type別に各処置（PRE 、生理食塩水、PRP）の比
較を行った結果、2D群、7D群ともに処置間で有
意な差は認められなかった。
リアルタイムRT-PCR

投与２日後では、MHC-eについて、PRP投与群
（平均±SE;4.09±1.54）は生食（1.20±0.18）に
比べ有意に高く発現していた（図２）。投与７日
後では、MHC-Iについて、PRP投与群（1.78±0.26）
は生食（1.33±0.22）に比べ有意に高く発現して

表1　筋組織の形態計測結果
Type I Type IIa Type IIx

筋線維組成 （%）

2D
PRE 12.8 ± 4.1 47.7 ± 4.6 39.5 ± 5.4
生食 10.0 ± 3.9 49.0 ± 5.4 41.0 ± 8.3
PRP 11.9 ± 2.7 46.4 ± 7.4 41.7 ± 8.5

7D
PRE 11.7 ± 5.3 46.5 ± 5.2 41.8 ± 7.7
生食 12.1 ± 3.0 47.9 ± 6.3 40.0 ± 7.5
PRP 11.9 ± 3.3 44.6 ± 4.0 43.5 ± 6.5

筋横断面積
 （×103 μm2）

2D
PRE 2.61 ± 0.80 3.25 ± 0.50 4.22 ± 0.45
生食 2.66 ± 0.83 3.18 ± 0.46 3.75 ± 0.43
PRP 2.61 ± 1.04 3.15 ± 1.15 3.85 ± 0.93

7D
PRE 2.38 ± 0.77 3.10 ± 0.55 4.06 ± 0.78
生食 2.86 ± 0.81 3.06 ± 0.76 3.76 ± 1.01
PRP 2.69 ± 0.79 2.92 ± 0.58 3.97 ± 0.90

筋核数／筋線維 

2D
PRE 2.63 ± 0.41 2.83 ± 0.42 2.92 ± 0.35
生食 3.06 ± 0.45 2.87 ± 0.48 2.85 ± 0.30
PRP 2.83 ± 0.43 3.11 ± 0.55 3.02 ± 0.47

7D
PRE 2.91 ± 0.35 3.00 ± 0.32 3.18 ± 0.33
生食 3.00 ± 0.49 3.13 ± 0.55 3.05 ± 0.61
PRP 3.14 ± 0.38 3.12 ± 0.37 3.20 ± 0.40

中心核存在割合 （%）

2D
PRE 4.00 ± 6.11 4.57 ± 7.09 7.42 ± 8.46
生食 1.71 ± 4.53 2.57 ± 2.76 9.71 ± 11.10
PRP 0.57 ± 1.51 1.71 ± 1.80 4.57 ± 2.23

7D
PRE 0 0 1.00 ± 2.00
生食 3.42 ± 6.29 5.42 ± 6.80 8.29 ± 6.68
PRP 1.14 ± 1.95 4.00 ± 4.47 8.57 ± 10.11

筋核ドメインサイズ 
（×103 μm2） 

2D
PRE 1.14 ± 0.41 1.23 ± 0.36 1.60 ± 0.35
生食 0.93 ± 0.28 1.19 ± 0.28 1.50 ± 0.28
PRP 0.98 ± 0.35 1.07 ± 0.26 1.39 ± 0.28

7D
PRE 0.89 ± 0.28 1.13 ± 0.21 1.45 ± 0.36
生食 1.00 ± 0.14 1.06 ± 0.19 1.36 ± 0.35
PRP 0.91 ± 0.25 1.04 ± 0.26 1.36 ± 0.25

サテライトセル数／
筋線維（×10-1）

2D
PRE 2.91 ± 1,84 3.86 ± 1.93 3.34 ± 2.09
生食 3.63 ± 1.81 3.40 ± 1.33 3.49 ± 1.54
PRP 3.74 ± 1.54 3.74 ± 1.46 3.20 ± 1.97

7D
PRE 2.10 ± 0.60 3.25 ± 1.35 2.70 ± 0.35
生食 3.23 ± 1.93 3.74 ± 1.68 3.17 ± 1.53
PRP 3.14 ± 1.95 3.87 ± 1.00 3.57 ± 1.00

筋線維Type別に各処置（PRE 、生理食塩水、PRP）の比較を行った結果、投与２
日後（2D）群、投与７日後（7D）群ともに処置間で有意な差は認められなかった（平
均±SD）。

2D                                 7D 

PRE   

生食   

PRP   

図１ 蛍光免疫染色による合成画像。緑色：ラミニン、赤色：Pax7、青色：核。左側（2D）

は薬液投与 2 日後群、右側（7D）は薬液投与 7 日後群。白矢印はラミニン陽性の基底膜よ

り内側かつ筋線維より外側で Pax7 陽性核をもったサテライトセルを示し、白円は筋線維中

心核を示す。スケールバー＝100μm。 

図１
蛍光免疫染色による合成画像。緑色：ラミニン、赤色：
Pax7、青色：核。左側（2D）は薬液投与２日後群、右側（7D）
は薬液投与7日後群。白矢印はラミニン陽性の基底膜より内側
かつ筋線維より外側でPax7陽性核をもったサテライトセルを
示し、白円は筋線維中心核を示す。スケールバー＝100μm。
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いた（図３）。
CK 、Pax7 、MyoD 、myogeninについては、い

ずれの投与群においても投与２日後での発現はわ
ずかであったが、７日後には発現が認められた。
しかし両群間に差を認めなかった（図２、３）。
他のIL-6 、IGF-1 、HGFといった遺伝子について
は、両群共に投与２および7日後に同様の発現動
向を示した（図２、３）。ただ、投与７日後では、
HGFについて、PRP投与群（2.91±1.03）におい
て生食（1.58±0.29）に比べ有意に高く発現して
いた（図３）。

考察
ウマについては明確な基準はいまだ提唱されて

いないが、ヒトにおいてはPRPの理想的な濃縮倍
率は４～５倍といわれており、最終的なPRP中の
血小板数は約1.0×106/μlが目標値とされている

［１, 21］。一方、本研究において使用したPRPの
濃縮倍率、PRPが含有する血小板数および成長因
子濃度は従来の報告に匹敵するものであった［８、 
13］。これにより、すべてのPRPにおいて適切な
濃縮がおこなわれたと考えられた。

ヒトの損傷筋では、受傷２～３日後にサテライ
トセル増殖のピークを迎え、５～７日後では中心
核を持つ筋線維が明らかに多く認められる ［22］。
しかし本研究では、採材時期や処置に関係なく、
形態上の変化が認められなかった。小動物の筋損
傷モデルを用いた過去の研究では、PRPが筋再生
を早めたという報告もあれば、生理食塩水投与と
変わらなかったという報告も相反して認められる

［６, 23］。ところが、ともに「PRP投与はサテラ
イトセル活性が必要となる重篤な筋損傷の治療に
効果的である」という見解は一致していた。一方、
本研究ではPRPは重篤な損傷部位ではなく健常な
筋肉に投与しており、PRPがサテライトセルや筋
線維の形態変化に影響を及ぼすまでに至らなかっ
たものと考えられた。

遺伝子変化については、マウス損傷筋モデルに
おいてPRPがMyoDやmyogeninの発現を促進した
という報告がある［23］。しかし本研究では、投
与7日後でのサテライトセル活性に関わる遺伝子
群（Pax7 、MyoD 、myogenin 、CK）の発現量に
おいて、処置間の差は認められなかった。この理
由を本研究で得られたデータで明らかにすること
はできなかった。

損傷刺激により炎症細胞の活性化が生じ、IL-6
などの多種のサイトカインが放出され、IL-6がサ
テライトセルを活性化させることが知られている

［24-26］。本研究では健常筋に投与しているにも
かかわらず、投与周囲の筋肉からIL-6の発現が見
られ、PRP投与群の方が生食投与群に比べて高い
発現をしている傾向があった。しかし標準誤差が
大きく、両群間に差は認められなかった。ラット
筋損傷モデルでは、PRPはIL-6の発現を高めるこ

 
図 2 筋肉内投与 2 日後に採材された骨格筋サンプルにおける mRNA 発現（n=7；平均±

SE；縦軸は対数目盛）。各項目の値は PRE の発現量を 1.00 とした時の相対値（relative 
quantification; RQ）。MHC-e については、PRP 投与群で生理食塩水投与群よりも有意に高

い発現量を示した（*P < 0.05）。Myo = myogenin。 
 

*

 
図 3 筋肉内投与 7 日後に採材された骨格筋サンプルにおける mRNA 発現（n=7；平均±

SE；縦軸は対数目盛）。各項目の値は PRE の発現量を 1.00 とした時の相対値（relative 
quantification; RQ）。MHC-I および HGF については、PRP 投与群で生理食塩水投与群よ

りも有意に高い発現量を示した（*P < 0.05）。Myo = myogenin。 

図２
筋肉内投与2日後に採材された骨格筋サンプルにおけるmRNA
発現（n=7；平均±SE；縦軸は対数目盛）。各項目の値はPRE
の発現量を1.00とした時の相対値（relative quantifi cation; 
RQ）。MHC-eについては、PRP投与群で生理食塩水投与群より
も有意に高い発現量を示した（*P<0.05）。Myo = myogenin 。

図３
筋肉内投与7日後に採材された骨格筋サンプルにおけるmRNA
発現（n=7；平均±SE；縦軸は対数目盛）。各項目の値はPRE
の発現量を1.00とした時の相対値（relative quantifi cation; 
RQ）。MHC-IおよびHGFについては、PRP投与群で生理食塩水
投与群よりも有意に高い発現量を示した（*P<0.05）。Myo = 
myogenin 。
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とができないとしている報告がある［７］。本研
究は健常筋への投与であるが、同様の結果を得た。
これらの結果から、PRPのIL-6発現に対する影響
は個体差がかなり大きい可能性が考えられた。こ
ういったことから、健常筋へのPRP投与が投与部
位に与える影響は生食と変わらない可能性がある。

また、投与２日および７日後の両投与群でHGF
やIGF-1の発現が認められたが、両群間の差は認
められなかった。ただ投与７日後では、PRP投与
群において生食群に比べて有意に高いHGF発現が
認められた。HGFやIGF-1は血小板α顆粒に含有
されていることが知られており［13, 14, 27］、
これらは骨格筋再生を促進することが知られてい
る［22, 25］。また損傷部位における出血により
活性化した血小板が多種多様な成長因子を放出す
ることで、血小板凝集反応や血小板における脱顆
粒反応が進行していくことも知られている［１, 
28］。PRPや生理食塩水の筋注投与自体がかなり
の出血を引き起こせば、活性化した血小板がHGF
やIGF-1のような成長因子を放出し、投与した薬
液に関係なく投与部位周辺のこれらの遺伝子発現
がパラクライン的に高まることも考えられる［21, 
28］。投与７日後のPRP投与群における高いHGF
遺伝子発現についての原因は不明であるが、本研
究においてPRP投与によってもたらされる変化が
生理食塩水投与とほとんど変わらなかったことか
ら、PRP投与はサテライトセル活性やIL-6の発現
だけでなく成長因子活性にも影響を与えなかった
ことが、この結果から示唆された。

一方、PRP投与２日後のMHC-e 、およびPRP投
与7日後のMHC-Iにおいて、生食投与群に比べて
有意に高い遺伝子発現を認めた。これらについて
は、MHCの再生には活性化したサテライトセル
が必要不可欠であるという過去の報告から、PRP
によって活性化されたサテライトセルが原因で
あろうと考えられた［25, 29］。しかし、PRPが
Pax7 、myogeninおよびCKのようなサテライトセ
ル活性に関わる遺伝子に影響を与えなかった理由
は明らかにできなかった。

まとめると、PRPの健常骨格筋内投与は周囲の
筋組織に形態学的変化をもたらさないが、投与部
の筋組織で筋線維の分化に関連する遺伝子発現量

が増えていることから、筋再生活動を活性化させ
ていることが考えられた。今後筋再生や筋修復に
対するPRP投与の影響を調査するためには、出血
が少ない重症損傷筋モデルへのPRP投与が投与部
位にもたらす影響を調べる必要がある。
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背景
家畜の在来種の個体数は世界的に減少している 

（FAO 2015）。日本の馬産業においても2010年か
ら2014年までの間、イギリス原産のサラブレッ
ドは年に約7000頭が競走馬として生産されてい
るにもかかわらず（http://www.maff .go.jp/j/chi-

研究レポート

保全に向けた北海道和種馬の遺伝的多様性と
近交度の解析

小野木章雄１）・白井興一２）・天野朋子３）

要旨

家畜や作物の在来種は地域の独特な環境に適応しており、今後の気候変動に備えた遺伝資源として
注目されている。北海道和種馬は寒冷な気候や粗飼料に耐性があるとされる在来馬種であるが、近年
登録数が急激に減少し、遺伝的多様性の減少が懸念される。本研究では1954年から2015年までの同
種の血統情報からその遺伝的多様性と近交度の推移を調査した。遺伝的多様性は、有効な始祖個体の
数（fe）、有効な祖先数（fa）、及び有効な始祖個体ゲノム数（Ng）を指標として判断した。解析の結果、
いずれの指標からも同種集団における経時的な遺伝的多様性の減少が示唆された。また指標間の比較
から、遺伝的多様性の減少には血統のボトルネック（限られた個体を頻繁に繁殖に使ったこと）が大
きく影響しており、これは集団の大きさが縮小することによる遺伝子のランダムロスの影響より強い
ことが明らかになった。さらに祖先の遺伝的貢献度の解析から、このボトルネックの原因として、家
系的に近い牡馬を繁殖に頻用してきたことが示唆された。近交係数は近年上昇する傾向が観察され、
最も生年が新しい2006年から2015年生まれの集団での平均近交係数は3.9％であった。さらに北海道
を地理的にいくつかに分け、それぞれの地域で生まれた個体群について近交係数を求めると、高い近
交係数（5.2-9.8％）を示す地域があり、地域内の血縁個体間のみでの交配が進んでいる可能性が想定
された。以上から、北海道和種馬では遺伝的多様性の減少と近親交配が進んでおり、その主因には家
系的に近い牡馬を繁殖に頻用してきたことが挙げられた。今後は遺伝的に多様な牡馬の繁殖への導入・
利用とともに、交配にあたって近親交配とならないよう、牡馬と牝馬の血統を考慮する必要があると
考えられた。また地域間にて定期的に牡馬や牝馬の交換を行うなどの方策も有効であると考えられた。

1）Onogi Akio：東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻
2）Shirai Koichi：北海道和種馬保存協会
3）Amano Tomoko：酪農学園大学農食環境学群循環農学類
※この研究レポートは、Animal Science Journal 2017, 88 : 1902-1910に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

kusan/kikaku/lin/pdf/27_zentai.pdf） 、日本在来
馬の生産は現存する８品種を合わせても年間約
200頭程度である（http://www.maff .go.jp/j/chi-
kusan/kikaku/lin/pdf/27_zentai.pdf#page=70）。
一方、作物や家畜の在来種は地域の独特な環境に
適応しており、今後の気候変動に備えた遺伝資源
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として注目されている。この経緯からウマ科の
希少な在来家畜についても世界各地で保全の試
みがなされており（Gutiérrez et al. 2005; Luís et 
al. 2007; Rizzi et al. 2011; Santana Jr & Bignardi 
2015）、日本在来馬についても同様の処置が求め
られる。

北海道和種馬（Hokkaido native horse: HKD）
は日本在来馬の一品種であり、主に北海道で飼
育されている。同種はモンゴル系の馬に由来し 

（Nozawa et al. 2001; Tozaki et al. 2003）、15世紀
頃に大陸から本州へ移入され（Miyakami 2006; 
Kondo 2012）、1960年の半ば頃まで駄載用に使
われたと言われている（Kondo 2012）。現在はそ
の忍耐強い性質や比較的小柄（雄: 127-135㎝、雌: 
123-133㎝） （図１A）な体格を活かし、初心者向
けの乗用馬やホースセラピーに用いられているほ
か（Nozawa 1997; Kondo 1998）、肉畜として肥
育も行われている。HKDは寒冷地で伝統的に粗放
な管理がなされてきた経緯があり、経験的に粗飼
料でもよく成長すると言われている。ウマのよう
な単胃動物は反芻獣より栄養価の低い飼料を利用
しやすい可能性を示す知見もあり（Kondo 1998; 
Clauss et al. 2003）、同種ではこのような形質が
遺伝的に強められていると考えられる（Miyakami 
2006）。

HKDの頭数は日本在来馬８種の中で最も多い
が、景気の影響などから1994年以降その数は急
速に減少しつつある。統計では2015年の飼養頭
数は1205頭と1994年の数の40%となっており 

（https://www.bajikyo.or.jp/pdf/shiyoutoususuii.
pdf）、同種の集団にて遺伝的多様性の減少が進ん
でいる可能性がある。前述のとおりHKDは伝統的
に粗放的な管理がなされてきた経緯から、寒さや
粗飼料への遺伝的適性があると考えられ、遺伝資
源として重要である。さらに同種は駄載や乗用に
向くとして伝統的に好まれた経緯から生得的に側
対歩を行う個体が多く、10以上の様々な毛色があ
ることなどユニークな遺伝的特徴も備えており、
家畜の遺伝学的研究の素材としても重要である。
特に側対歩の形質は、近年Anderssonら（2012）
が DMRT3遺伝子上の一塩基多型（SNP）との関
連を示唆しており、さらにPromerováら（2014）
はHKDの変異アレルの頻度が0.72であるとも報じ
ているが、同種の歩様と本SNPとの関連はいまだ
に調査されていない。

ある品種の保全について具体的な対策を考える
上では、その遺伝的多様性を明確にする必要があ
る。しかしこれまでHKDでは遺伝的多様性なら
びに近交度は調査されてこなかった。この調査に
は血統解析が有用なアプローチであるため（Ha-
mann & Distl 2008; Janssens et al. 2010; Hasler 
et al. 2011）、本研究ではHKD集団の血統データ
を用い、その遺伝的多様性と近交度について経時
的ならびに地理的な傾向を解析した。本研究の結
果は同種の保全について有用であるだけでなく、
在来家畜をはじめ様々な品種について同様の解析
を行ううえで有用な情報となり得よう。

図１　 北海道和種馬の典型例 （A） 北海道和種馬の典型的な身体的特徴を持つ繁殖牝馬。体高は131㎝である。（B） 側対歩を示す繁殖牝
馬（同側の脚が同時に動いている。）。 （A）と（B） はそれぞれ2015年、2016年に開催された共進会にて最高位を獲得した個体
である。また両者とも毛色は河原毛である。これらの写真は北海道和種馬協会から提供された。
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材料と方法
血統データ

4582頭の牡馬、10711頭の牝馬の合計15293
頭について血統のデータを得た。その最も古い生
年と新しい生年はそれぞれ1954年と2015年であ
る。血統データは北海道和種馬協会と日本馬事
協会に1975年から保存されていた（http://www.
rg.liaj.jp/bj/b1.do）。

血統の完全さ
血統情報の完全さを確認するために、Pedigree 

completeness index（PCI）とComplete generation 
equivalent（CGE）を算出した。PCIは最初にMac-
Cluerら（1983）によって提唱されたが、本研究で
はSørensenら（2005）の計算方法に従った。PCI
は全ての祖先が母系、父系ともd世代にわたって
明らかであれば１となり、これはd世代内におき
た近親交配が１の確率で（すなわち確実に）検出
できることを示す。対照的に母系、父系いずれか
でも情報が完全に欠如していればPCIは０となり、
近親交配は検出されないことを示す。

それぞれの個体について、PCIは以下のように
算出される。
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 124 

ここではnが祖先の総数でありgiが祖先iとそ
の個体の間の世代の数である（Boichard et al. 
1997）。CGEはd世代前までの全ての祖先が明ら

表１　生年、性別、及び仔の有無によって分類し
たそれぞれの北海道和種馬のリファレンス
集団のPCI及びCGE

生年による
分類†　

性別と仔の
有無による

分類
N‡

Ave. traced 
generations

§

Ave. PCI3
¶

Ave. PCI5
††

Ave. CGE
‡‡

1986‒1995
（Ⅰ群）

All 5702 5.41 ± 1.03 0.96 ± 0.11 0.77 ± 0.15 4.03 ± 0.67
Stallions 1508 5.46 ± 1.01 0.96 ± 0.10 0.78 ± 0.14 4.09 ± 0.66
Mares 4194 5.39 ± 1.03 0.96 ± 0.11 0.77 ± 0.15 4.02 ± 0.67
B. stallions 171 4.89 ± 0.95 0.97 ± 0.07 0.74 ± 0.12 3.80 ± 0.61
B. mares 1394 5.07 ± 0.96 0.96 ± 0.08 0.75 ± 0.13 3.87 ± 0.63

1996‒2005
（Ⅱ群）

All 5200 6.70 ± 1.03 0.98 ± 0.10 0.88 ± 0.13 4.82 ± 0.66
Stallions 2009 6.72 ± 1.04 0.98 ± 0.09 0.88 ± 0.13 4.83 ± 0.64
Mares 3191 6.69 ± 1.03 0.98 ± 0.10 0.88 ± 0.14 4.80 ± 0.67
B. stallions 57 6.67 ± 0.76 1.00 ± 0.01 0.90 ± 0.08 4.86 ± 0.56
B. mares 486 6.67 ± 1.00 0.99 ± 0.03 0.89 ± 0.08 4.82 ± 0.54

2006‒2015
（Ⅲ群）

All 1770 8.01 ± 1.09 1.00 ± 0.05 0.96 ± 0.07 5.63 ± 0.62
Stallions 621 8.07 ± 1.09 1.00 ± 0.04 0.96 ± 0.07 5.64 ± 0.60
Mares 1149 7.97 ± 1.09 0.99 ± 0.05 0.96 ± 0.08 5.63 ± 0.64
B. stallions 26 7.50 ± 0.91 1.00 ± 0.00 0.96 ± 0.04 5.49 ± 0.51
B. mares 137 7.78 ± 1.05 1.00 ± 0.00 0.96 ± 0.04 5.51 ± 0.53

†それぞれB. stallions 、B. mares産仔のある雄馬と雌馬をさす。Allは当該の生年
に生産された全ての個体を含めたことを指す。
‡個体の数（Number of animals）
§追跡可能だった平均の世代数 （±標準偏差 ; SD）
¶３世代のPedigree completeness index（PCI）の平均（±SD） 
††５世代のPedigree completeness index（PCI）の平均（±SD）
‡‡平均（±SD）のComplete generation equivalence（CGE）

表２　生年、性別、仔の有無、及び生産地によっ
て分類したそれぞれの北海道和種馬のリ
ファレンス集団の大きさ†

生年による
分類‡　

性別と仔の
有無による

分類
A B C D E F G H Sum

1986‒1995
（Ⅰ群）

All 128 875 301 1495 1253 229 720 167 5168
Stallions 44 269 97 405 218 85 255 40 1413
Mares 84 606 204 1090 1035 144 465 127 3755
B. stallions 4 13 8 70 20 20 24 6 165
B. mares 28 212 84 412 300 54 156 42 1288

1996‒2005
（Ⅱ群）

All 133 756 238 1973 791 218 836 154 5099
Stallions 50 303 108 788 264 73 341 45 1972
Mares 83 453 130 1185 527 145 496 109 3128
B. stallions 4 1 0 33 7 5 1 5 56
B. mares 20 61 22 193 69 32 69 14 480

2006‒2015
Ⅲ群）

All 88 278 265 435 277 62 250 83 1738
Stallions 35 71 123 138 98 32 72 36 605
Mares 53 207 142 297 179 30 178 47 1133
B. stallions 1 1 0 13 2 1 3 0 21
B. mares 5 28 12 45 15 6 19 3 133

†最上列の文字（A‒H）は個体が生産された北海道内の各行政区（地域）を指す。デー
タには13の地域が含まれるが、５つの地域はⅢ群にて個体数が少なかった（<5）
ため、除外した。それぞれの行の合計（Sum）は最右列に示した。前述のとおり
Ⅲ群にて５つの地域で生産された個体を除いたことや、生産地が不明の個体があっ
たことから、各列の個体の合計は表１より少なくなっている。
‡B. stallionsとB. maresはそれぞれ産仔のある雄馬と雌馬を指す。Allは当該の生年
に生産された全ての個体を含めたことを指す。

かであればdである。もしd世代前までの中で、
両親の系統のうち父系の祖先のみが明らかであれ
ば、CGEはd/2である。PCIとCGEはソフトウェア
Rによって計算した（R core team 2013）。

リファレンス集団
近親交配と遺伝的多様性の経時的な傾向を解析

するために、全集団を生年が1986年から1995年
の群、1996年から2005の群、2006年から2015
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の個体の群の３群（Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群）に分けた。
またそれぞれの群を性別と産子の有無により、5
つのグループに分類した。その内訳は、それぞ
れ stallions （産子のない牡馬）、mares （産子のな
い牝馬）、breeding stallions（産子のある牡馬）、
breeding mares （産子のある牝馬）、all animals （全
個体）である。近親交配の地理的な傾向の解析に
あたっては、上述のそれぞれのグループのリファ
レンス集団について、含まれる各個体の生地とし
て登録されている行政区（地域）によって、13
グループに分類した。この13グループのうち、
Ⅲ群の５グループでは含まれる個体数が極端に少
なかった（５以下）ため、これらを解析から除外し、
残りの８グループの結果をAからHとして示した。
リファレンス集団の大きさは表１と表２に示した。

遺伝的多様性
本研究では遺伝的多様性の指標として始祖個体

の数（Nf）、有効な始祖個体の数（fe）、有効な祖
先数（fa）、および有効な始祖個体ゲノム数（Ng）
を算出した。なおfe, fa及びNgの算出にはPEDIG 

（Boichard 2002）を用いた。Nfは血統に現れる実
際の始祖個体の数である。またfeはfounder equiv-
alentとも表され（Lacy 1989）、以下のように定
義される。
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ここで qiは始祖個体 i のリファレンス集団への貢献度(すなわちリファレンス集団に145 

おいて始祖個体 i に由来すると期待される遺伝子の割合)を表す。このとき、もし全146 

ての始祖個体がリファレンス集団に等しく寄与していれば、fe=Nf となるが、それぞ147 
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始祖個体ではなく祖先の貢献度（すなわち、先述
の一組の牡馬と牝馬の各々の貢献度）を計算する
ことで検出できる。しかしある祖先の貢献度の一
部は、この祖先のさらに祖先の貢献度と重複す
るため得られた貢献度は冗長性を持つ。そこで
Boichard et al.（1997）はこの冗長性をなくすため、
祖先の貢献度からそれより先代の貢献度を取り除
いた周辺化貢献度を提案した。この周辺化の手法
は、まず最も高い生の（すなわち周辺化されてい
ない）貢献度を持つ祖先から適用され、次に各試
行にて最も高い周辺化貢献度を持つ祖先に対して
反復的に行われ、理論的なfaの上限と下限が十分
小さくなると終了とする。得られた周辺化貢献度
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ここでは piは祖先 i の周辺化貢献度であり、Naは影響力のある祖先(すなわち周辺化165 
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ここでの fi,jは、リファレンス集団の始祖個体 i が持っていた遺伝子 j の頻度をモンテ176 

カルロシミュレーションにより推定したものである(MacCluer et al. 1986)。177 

178 

近交係数179 

本検討では R のパッケージ”Pedigree”を用いてそれぞれの個体の近交係数を計算180 

ここではpiは祖先 i の周辺化貢献度であり、Na

は影響力のある祖先（すなわち周辺化貢献度がゼ
ロではない祖先）の数である。faのさらに詳細な
説明はBoichard et al. （1997）を参照されたい。
ここでは血統にボトルネックがある場合、feに比
較してfa が低くなる。

feとfaは両方とも集団の遺伝的多様性を表すた
めに有用であるが、これらの指標は分離による遺
伝子のランダムロスを反映できない。例えば全
兄弟を子として持つ家族を想定し、feとfaをこれ
らの子について計算した場合、子の数が減少して
も feとfaは変化しないが、遺伝子がロスする確率
が上昇し、遺伝的多様性の減少につながる。この
遺伝子のランダムロスを考慮するために、ここで
はNgを算出した。Ngは原典ではfounder genome 
equivalent （Lacy 1989）とされ、以下の数式で表
される。
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が持っていた遺伝子 j の頻度をモンテカルロシ
ミュレーションにより推定したものである（Mac-
Cluer et al. 1986）。

近交係数
本検討ではRのパッケージ”Pedigree”を用い

てそれぞれの個体の近交係数を計算し、Wright
（1977）に準拠してF統計量を算出した。すなわ
ち、それぞれの集団の個体の近交係数の平均を
FITとし、ランダムな交配のシミュレーションから
FSTを計算した。このシミュレーションでは、そ
れぞれのリファレンス集団の雄個体（sires）と雌
個体（dams）が1000回ランダムに交配したとし、
その想像上の子孫の近交係数をFSTとした。さら
にFISは以下のように計算した。

10 
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ここでFITは近親交配の総合的な程度を計測して
おり、FSTとFISはそれぞれ有限の集団サイズによ
り生じる近交度、非任意交配による近交度を計測
している。このF統計量の算出方法はNomuraら 

（2001）でも用いられている。

結果
血統の完全さ

生年により分類したⅠ群からⅢ群について、
それぞれのグループ（all animals 、stallions 、
mares 、breeding stallions 、及びbreeding mares）
のPCIとCGEを計算した（表１）。これらの値は各生
年のいずれのグループでも十分に高く、遺伝的多
様性と近交度の解析に支障はないと判断された。
PCIについて、PCI3の平均はいずれも0.96から
1.00の範囲となったが、PCI5の平均は生年が新
しくなるにつれてやや増加する傾向が認められ、
Ⅰ群からⅢ群の平均は、それぞれ0.74から0.78
の範囲、0.88から0.90の範囲、及び 0.96となっ
た。またCGEの平均も生年が新しいほど増加して
おり、Ⅰ群からⅢ群では、それぞれ3.80から4.09、
4.80から4.86 、5.49から5.64の範囲となった。
どの生年の群においても、いずれかのグループの
PCIやCGEに顕著な傾向が現れることはなかった。

遺伝的多様性
本検討ではNf 、fe 、fa 、Ngを用いて遺伝的多

様性の経時的な傾向を検討した（表３）。その結
果、新しい生年の群では全ての指標が減少してお
り、遺伝的多様性の経時的減少が示唆された。ま
た、breeding stallionsについて推定された遺伝的
多様性はⅠ群からⅢ群の全てにおいて最も低く
なった。他のグループの指標はどの生年の群でも

表３　生年、性別、仔の有無によって分類したそれぞれの北海道和種馬のリファレンス集団における遺伝的多
様性

生年による分類† 性別と仔の有無による分類 Nf‡ fe§ fa¶ Ng†† fa/fe （%） Ng/fe （%）Ng/Nf （%）
重要な祖先の貢献度‡‡
Single most Six most

1986‒1995
（Ⅰ群）

All 513 98.8 61.7 40.2 ± 3.3 62.4 40.7 7.8 0.066 0.225 
Stallions 437 96.3 60.9 36.7 ± 3.3 63.2 38.1 8.4 0.061 0.229 
Mares 505 100.7 62.2 40.6 ± 3.2 61.8 40.3 8 0.067 0.222 
B. stallions 241 72.6 43.5 25.6 ± 3.0 59.9 35.2 10.6 0.078 0.283 
B. mares 434 97.7 61.3 40.1 ± 3.2 62.7 41.0 9.2 0.064 0.225 

1996‒2005
（Ⅱ群）

All 439 75.1 44.0 27.0 ± 3.1 58.7 35.9 6.1 0.082 0.283 
Stallions 401 74.8 44.6 26.7 ± 3.1 59.7 35.7 6.7 0.080 0.283 
Mares 412 75.3 43.7 26.9 ± 3.1 58.0 35.7 6.5 0.084 0.283 
B. stallions 179 51.8 30.0 13.6 ± 1.9 57.8 26.3 7.6 0.086 0.373 
B. mares 313 64.8 38.4 22.5 ± 2.7 59.1 34.6 7.2 0.084 0.308 

2006‒2015
（Ⅲ群）

All 310 63.7 34.9 18.2 ± 2.6 54.8 28.5 5.9 0.084 0.332 
Stallions 281 63.7 34.8 17.5 ± 2.5 54.5 27.4 6.2 0.085 0.332 
Mares 297 64.2 35.0 18.1 ± 2.6 54.5 28.2 6.1 0.083 0.333 
B. stallions 135 30.1 16.8 6.9 ± 1.4 55.8 23.0 5.1 0.158 0.510 
B. mares 238 64.2 31.4 15.9 ± 2.2 48.9 24.7 6.7 0.079 0.366 

†B. stallionsとB. maresはそれぞれ産仔のある雄馬と雌馬を指す。Allは当該の生年に生産された全ての個体を含めたことを指す。
‡始祖個体の数（Number of founders）
§有効な始祖個体の数（Number of eff ective founders）
¶N有効な祖先の数（Number of eff ective ancestors）
††有効な始祖個体のゲノムの数（Numbeof eff ective founder genomes） （±SD）.
‡‡”Single most”はリファレンス集団に対し最も重要な祖先のmarginal contributionを指す。”Six most”はリファレンス集団に対し最も重要な6個体のmarginal contributionsの合計
を指す。 
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互いによく似ていたが、Ⅱ群とⅢ群ではbreeding 
maresのfaとNgが比較的小さくなる傾向が認めら
れた。

血統のボトルネックを検出するために用いられ
るfaとfeとの比較（fa/fe）では、それぞれⅠ群、Ⅱ群、
Ⅲ群にて、faはfeの59.9‒63.2% 、57.8‒59.7% 、
48.9‒55.8%となった。このことは、いずれの生
年の群でもボトルネックによる遺伝的多様性の減
少が生じており、その程度はfeのおよそ50%であ
ることを示していた （表３）。また、ボトルネッ
クと集団サイズの減少にともなう遺伝子のランダ
ムロスの両方を検出できるNgとfeの比較（Ng/fe）
では、それぞれⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群にて、Ngはfeの
35.2-40.7%、26.3-35.9%、23.0-28.5%となった。
このことは、いずれの生年の群でもボトルネック
と遺伝子のランダムロスによる遺伝的多様性の減
少が生じており、その程度はfeのおよそ70%であ
ることが示していた。さらにこれらの結果から、
遺伝子のランダムロスによる遺伝的多様性の減少
はfeの20％程度と考えられ、ボトルネックによる
遺伝的多様性の減少（feの50%）より小さく、ボ
トルネックがHKDの集団における経時的な遺伝
的多様性の減少に大きく関与したことが明らかに
なった。

集団への貢献度が高い方から上位６番目までの
祖先個体（すなわち周辺化貢献度が上位から６番
目までの祖先個体）の周辺化貢献度の和は、生年
が新しくなるにつれ徐々に高まっていた（表３）。
この和はⅠからⅢのいずれの群でもbreeding stal-
lionsで最も高く、生年が最も新しいⅢ群で顕著
に高まっていた。この結果は、繁殖に用いられた
牡馬の祖先が一部の個体に占められてきているこ
とを示しており、血縁のある牡馬が繁殖に頻繁に
用いられる傾向があったことを示唆している。そ
のため、このことが前述の検討で明らかとなった
血統のボトルネックの主な原因であると推測され
た。さらに全ての生年群のbreeding stallionsの中
で、最も貢献度の高い祖先のうち上位から３番目、
５番目、及び４番目の個体は、それぞれ1986年
から1995年、1996年から2005年、及び 2006
年から2015年にいずれもD地域にて生産されて
いた。このことは、特定の地域の祖先がbreeding 

stallionsの生産に大きい影響を与えたことを示唆
するものであった。

近交係数
検討の結果、HKDの集団では生年が新しくなる

につれてFITは徐々に上昇することが示された （表
４）。このFITの経時的な上昇は、前述の解析で明
らかにされた遺伝的多様性の経時的な減少を支持
するものであった。またそれぞれのグループ（all 
animals 、stallions 、mares 、breeding stallions, 
及 びbreeding mares） に お い て、 平 均 のFITは
breeding stallionsで最も高く、他のグループでは
互いに似通う傾向があった。それぞれの生年の群
にてランダムな交配をシミュレートしてFSTとFIS
を推定すると、生年が新しくなるにつれて両方と
も増加しており、特にFSTの上昇が比較的大きい
ことがわかった（表４）。Neが有効な集団サイズ
であるとき
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顕著なFSTの増加は、有効な集団のサイズの縮小
が近交係数の上昇の主要因であることを示唆する
とともに、前述の解析にて明らかになったボトル
ネックによって有効な集団サイズの縮小が進んだ
ことに起因すると考えられた。一方、本実験では
FISの増加も認められ、ノンランダムな交配が実施
されてきたことも近交係数の上昇の要因のひとつ
であることが示唆された。

表４　生年、性別、仔の有無によって分類したそ
れぞれの北海道和種馬のリファレンス集団
の平均（±標準偏差）のF統計量（%）

生年による分類† 性別と仔の有無
による分類 FIT‡ FST§ FIS¶

1986‒1995（Ⅰ群）

All
Stallions
Mares
B. stallions
B. mares

2.1 ± 5.0
2.2 ± 5.1
2.1 ± 5.0
3.1 ± 5.5
2.3 ± 5.3

1.1±3.1 1.1

1996‒2005（Ⅱ群）

All
Stallions
Mares
B. stallions
B. mares

2.7 ± 4.9
2.8 ± 5.1
2.7 ± 4.8
4.1 ± 5.1
2.8 ± 4.7

1.6±3.1 1.2

2006‒2015（Ⅲ群）

All
Stallions
Mares
B. stallions
B. mares

3.9 ± 5.7
3.8 ± 5.6
4.0 ± 5.8
6.3 ± 6.0
3.6 ± 5.3

2.4±3.5 1.6

†B. stallionsとB. maresはそれぞれ産仔のある雄馬と雌馬を指す。Allは当該の生年
に生産された全ての個体を含めたことを指す。
‡FITは血統から推定した。
§FSTはランダム交配をそれぞれのリファレンス集団について1000回シミュレー
ションすることによって推測された。
¶FISは（FIT－ FST） / （1 － FST）として算出された。このとき、FITとFSTはそれぞれ
推測された値の平均を指す。
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それぞれの個体が生産された地域ごとに平均の
近交係数を算出し比較すると、地域ごとに異なり
が認められた（表５）。またいずれの生年の群で
も、地域ＡとＤの平均の近交係数は他の地域より
も高く、I群、II群、III群の地域Ａの平均はそれぞ
れ2.3%、3.5%、 7.9%、Ｄの平均は2.7%、4.1%、
7.1%となった。さらにいずれの生年の群でも、地
域ＡとＤの平均の近交係数はどのグループでもお
おむねFSTより高かった。このことは、ノンラン
ダムな交配がある特定の地域で頻繁に行われてき
たことを示唆しており、これが集団全体の近交係
数上昇に寄与した可能性を示唆していた （表４）。

考察
遺伝的多様性

HKDの集団について、血統情報の解析からNf, 
fe, fa及びNgを推定し、集団の遺伝的多様性が経時
的に減少していることを明らかにした。また、fa/
fe及びNg/feの比の経時的な推移の比較から、この
減少には血統のボトルネックがランダムな遺伝子
のロスよりも強く影響しており、ボトルネックの
軽減が同種の多様性の維持に必要であることも明
らかにした。一方、ボトルネックの軽減がランダ
ムな遺伝子のロスの解決よりも優先されるべきも
うひとつの理由として、遺伝子のランダムロスの
軽減には集団サイズの拡張が必要であるが、これ
がHKDの生産に大きな利益が期待できない現況で
は実現が難しいということも挙げられた。またリ
ファレンス集団に最も寄与した上位６頭の祖先個

体の周辺化貢献度からは、遺伝的によく似た一部
の牡馬を繁殖に使用してきたことにより、血統の
ボトルネックが引き起こされたことが示唆され、
血統のボトルネックによる多様性の減少を回避す
るためには、互いに遺伝的な関与が薄い牡馬を繁
殖に使うことが強く推奨された。

これまでに血統情報の解析にてHanoverian 
warmblood （Hamann & Distl 2008）やBelgian 
draught （Janssens et al. 2010）、Franches-Mon-
tagnes （Hasler et al. 2011）といったいくつか
のウマの品種や、Pega （Santana Jr & Bignardi 
2015）やMartina Franca （Rizzi et al. 2011）、 As-
inina de Miranda （Quaresma et al. 2014）などの
ロバの品種にて遺伝的多様性が解析されてきた。
これらの報告では、Franches-Montagnes horse 
とAsinina de Miranda donkeyの報告ではNgが示
されていないものの、Nf 、fe 、fa 、Ngといった
遺伝的多様性の指標が計算されており、これら
の値と本研究にて得られた結果との比較から、
HKDの集団の遺伝的多様性は以下のように考察
できた。（１） 生年が最も新しいHKDの集団（Ⅲ
群）の遺伝的多様性のレベルは、Belgian draught 
horseと近い （Belgian draught horseのstallionsの 
fe 、fa 、Ng はそれぞれ84 、42.9 、及び19.7）。

（２） 近年のHKDの集団のfa/feとNg/feの比は他の
研究結果と似ているが、ロバの各品種よりも低
い（例えばPega とMartina Francaではfa/feとNg/
feはそれぞれ92.3から93.7%と69.8から70.7% で
ある。）。（３） HKDの集団のNg/Nfの比（ⅠからⅢ

表５　生年、性別、仔の有無及び生産地で分類されたそれぞれの北海道和種馬のリファレンス集団における平
均（±標準偏差）の近交係数（%）†

生年による分類‡ 性別と仔の有無による分類 A B C D E F G H

1986‒1995
（Ⅰ群）

All 2.3 ± 5.1 1.8 ± 4.5 0.8 ± 2.6 2.7 ± 4.9 1.8 ± 4.7 3.7 ± 6.9 1.5 ± 3.7 5.7 ± 11.2
Stallions 3.3 ± 6.5 1.8 ± 4.9 1.1 ± 3.7 2.8 ± 4.7 2.0 ± 5.2 1.9 ± 4.1 1.6 ± 4.0 6.1 ± 11.8
Mares 1.8 ± 4.1 1.8 ± 4.4 0.6 ± 2.0 2.6 ± 4.9 1.8 ± 4.5 4.8 ± 8.0 1.5 ± 3.4 5.6 ± 11.0
B. stallions 1.1 ± 1.0 3.4 ± 7.3 3.1 ± 6.9 4.3 ± 5.8 5.0 ± 8.1 0.9 ± 2.0 1.0 ± 2.0 1.6 ± 2.6
B. mares 1.1 ± 1.6 2.3 ± 5.2 0.2 ± 0.7 2.7 ± 5.4 1.6 ± 3.8 5.2 ± 8.2 1.6 ± 3.4 6.3 ± 12.1

1996‒2005
（Ⅱ群）

All 3.5 ± 4.8 1.8 ± 4.9 1.3 ± 2.1 4.1 ± 5.1 1.6 ± 3.4 3.3 ± 6.8 1.5 ± 3.7 1.5 ± 5.5
Stallions 3.1 ± 3.7 2.0 ± 5.6 1.2 ± 1.9 4.2 ± 5.3 1.7 ± 3.0 3.1 ± 6.1 1.5 ± 3.6 3.2 ± 9.2
Mares 3.7 ± 5.3 1.6 ± 4.4 1.3 ± 2.2 4.0 ± 5.0 1.5 ± 3.7 3.4 ± 7.1 1.6 ± 3.8 0.8 ± 2.6
B. stallions 3.6 ± 3.9 0.8 4.9 ± 4.5 1.0 ± 1.2 8.3 ± 10.6 1.2 0.2 ± 0.2
B. mares 4.1 ± 4.5 1.2 ± 3.5 1.0 ± 1.8 4.8 ± 5.6 1.5 ± 3.5 2.1 ± 6.1 1.1 ± 1.7 0.7 ± 0.8

2006‒2015
（Ⅲ群）

All 7.9 ± 6.9 1.8 ± 3.7 1.6 ± 1.8 7.1 ± 6.7 4.0 ± 6.1 3.6 ± 5.4 1.7 ± 3.4 4.3 ± 7.7
Stallions 7.7 ± 6.2 1.8 ± 4.4 1.5 ± 1.7 6.6 ± 6.8 4.1 ± 6.3 3.5 ± 4.7 2.3 ± 4.3 3.4 ± 6.4
Mares 8.0 ± 7.4 1.8 ± 3.4 1.7 ± 1.8 7.4 ± 6.7 3.9 ± 5.9 3.9 ± 6.2 1.5 ± 2.9 4.9 ± 8.5
B. stallions 5.2 0.0 9.8 ± 6.5 3.1 ± 0.6 2.0 ± 0.7 3.3 ± 5.4
B. mares 3.7 ± 2.1 1.8 ± 3.1 2.5 ± 2.2 6.8 ± 6.8 2.6 ± 3.5 5.7 ± 10.0 0.7 ± 0.5 0.4 ± 0.4

†最上列の文字（A‒H）は個体が生産された北海道内の各行政区（地域）を指す。
‡B. stallionsとB. maresはそれぞれ産仔のある雄馬と雌馬を指す。Allは当該の生年に生産された全ての個体を含めたことを指す。
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群の各グループにて5.1%から10.6%）は他の報告
より比較的大きい（例えばこの値はHanoverian 
warmblood horseと Belgian draught horseではそ
れぞれ0.2‒0.9%と1.8% である。）。またこのこと
は、他の報告に比べてNfの値は比較的小さい（HKD
ではⅠからⅢ群の各グループにて135から513
である。Hanoverian warmblood horseと Belgian 
draught horseではそれぞれ13,881と1123であ
る。）にもかかわらず、現在のHKD集団が始祖個
体の遺伝的多様性を比較的高い割合で維持してい
ることを示している。

近交係数
近交係数は血統の記録が一部欠けていると過

小評価される傾向があるので、本研究ではCGE
とPCIを算出してこの可能性を考慮した。その結
果、HKDの集団のCGEはこれまでの報告に比べ
て低いものの （Hanoverian warmbloodとFranch-
es-Montagnes horseの集団ではそれぞれ7.66か
ら8.43と 7.8）、３世代及び５世代の間の近交係
数を正確に検出し得る可能性を示すPCI3とPCI5
はとくに新しい世代で両方ともほぼ1と十分に高
く、本研究で推測された近交係数の信頼性は高
いと判断された。

HKD集団の近交係数は経時的に増加する傾向が
あり、最も生年が新しいHKDの群（2006‒2015）
における近交係数の平均（FIT）は3.9%であっ
た。これはHanoverian warmbloodとFranches-Mon-
tagnes horseの値（それぞれ1.33%と5.19%）のほ
ぼ中間の値であった。近交退化の問題はHKDの
集団では調査されてこなかったが、他のウマの
品種ではいくつかの報告があり、例えばFriesian
の集団では、胎子の近交係数が７%を超えると
停滞胎盤の頻度が高まることが報告されている 

（Sevinga et al. 2004）。またShetland ponyでは近
交係数が２％以上の集団にて精子の運動性の低下
や形態的な異常が起こると報告されている（Van 
Eldik et al. 2006）。本研究では、生年が最も新し
い2006年から2015年における全てのHKD集団の
FIT値の平均は3.9%と算出された。この値はさほ
ど高いものではないが、同群には非常に高い近交
係数のグループも存在し、breeding stallions の

FIT値の平均は6.3％であった。従って今後は近交
係数の維持や下降を目指す何らかの方策が必要で
あると考えられた。

本検討では、近交係数の経時的な上昇とともに
FSTの上昇が認められ、近交係数上昇の主因が有
効集団サイズの縮小であることが示唆された。こ
れは前述の遺伝的多様性の解析からも示されたよ
うに、近縁の牡馬のみが繁殖に頻用され、血統の
ボトルネックが強くなったために起きたと考えら
れた。そのため、HKD集団の遺伝的多様性の維持
だけでなく、近交係数の維持や下降を目指すうえ
でも、遺伝的に関与が薄い牡馬を今後繁殖に供用
することが有効であると考えられた。

本研究の結果からは、ノンランダムな交配が特
定の地域で進んだことも近交係数上昇の一因であ
ることが示された。ノンランダムな交配が特定の
地域で行われた正確な理由は不明であるが、いく
つかのノンランダムな交配はHKDの生産に主に
本交が用いられたために行われたと考えられる。
すなわち、乳牛の生産では人工授精や胚移植が広
く用いられており、酪農家にとって種雄牛のいる
場所から酪農家までの地理的な距離は種雄牛の選
択にほとんど影響しない。一方、ウマのように繁
殖に本交が用いられている繁殖集団では、牝馬の
所有者はその所在地から地理的に近い地域の牡馬
を選ぶ傾向があるかもしれず、このような習慣は
ＡやＤの地域の集団の近交係数を高めた可能性が
ある。この状況に対する有効な解決策として、近
親交配とならないよう、交配計画にあたって牡馬
と牝馬の血縁を考慮することだけでなく、牡馬や
牝馬を定期的に地域間で交換することも挙げられ
た。一方、現況ではHKDの交配計画はその個体の
所有者に完全に任されているため、牝馬の所有者
が交配計画を立案する際、他の地域の牡馬を含め、
牡馬の血統情報（所有者が保持している牝馬との
血縁関係の情報）が利用しやすい形で提供される
ことも必要と考えられた。

さらにHKDでは伝統的に側対歩の形質が好ま
れてきた経緯から、側対歩を示す限られた牡馬が
繁殖に頻繁に用いられたためにノンランダムな交
配が起きた可能性もある。Icelandic horseでは、
DMRT3遺伝子上のSNPが側対歩の形質の原因とし
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て同定されており（Andersson et al. 2012）、も
し本SNPがHKDでも同様の働きをしていれば、あ
らかじめ牡馬や牝馬についてこのSNPを検査する
ことにより、側対歩の形質を有する個体の作出と
近親交配の回避が両立できるだろう。

結論
本研究の結果から、HKDの生年の新しい集団で

は始祖個体の遺伝的多様性が比較的高く維持され
ている一方で、遺伝的多様性の減少と近交係数の
上昇が起きていることが明らかになった。これら
の傾向を軽減させるためには、遺伝的に多様な牡
馬を繁殖に使用することが推奨された。また、特
定の地域に観察されたノンランダムな交配を避け
るために、交配計画にあたって牡馬と牝馬の血縁
を考慮することも推奨された。
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はじめに
近年、低酸素トレーニングは、ヒトのアスリー

トにおいて、持久力を必要とする競技だけでなく、
比較的競技時間の短い競技においても有効と考え
られるようになってきた ［４, ７, ９, 10, 18］ 。低
酸素トレーニングがアスリートの競技力を向上さ
せる原因の一つとして、吸入酸素濃度の低下に起
因する動脈血酸素分圧の低下、いわゆる低酸素血

研究レポート

常酸素下でよくトレーニングされた
サラブレッドに対する低酸素トレーニングは

最大酸素摂取量を増加させる

大村　一１）・向井和隆１）・高橋佑治１）・高橋敏之１）・James H. Jones２）

要旨

低酸素トレーニングは、ヒトのアスリートにおいて運動能力向上に効果があると考えられている。
我々は、低酸素トレーニングがトレーニングされていない馬の最大酸素摂取量を増加させることを明
らかにした。しかし、よくトレーニングされた馬についてはまだ検討されていない。そこで、非常に
よくトレーニングされた馬を低酸素下でトレーニングし、その効果を検討した。実験には、週２回の
非常に厳しい常酸素トレーニングによって最大酸素摂取量が３週間以上にわたって変化しない５頭の
サラブレッドを使用した。低酸素トレーニングは週２回、15％の低酸素下で３週間行われた。低酸素
トレーニングの前後において、最大酸素摂取量などの呼吸循環データをトレッドミル上において測定
した。データは分散分析によって検定された。３週間の低酸素トレーニングにより、体重あたりの最
大酸素摂取量は有意に増加した（178 vs. 194 ml/(kg×min), P < 0.05）。１頭あたりの最大酸素摂取量
も同様に増加した（86.6 ± 6.2 vs. 93.6 ± 6.6 L/min, P < 0.05）。低酸素トレーニングにより総走行距
離は12％増加したが有意差は認められなかった。また、乳酸値およびヘマトクリット値に有意な変化
は認められなかった。低酸素トレレーニングは、常酸素トレーニングによって最大酸素摂取量がピー
クに達している馬においても、最大酸素摂取量を増加させることが可能であった。これらのことから、
低酸素トレーニングはよくトレーニングされたサラブレッドのパフォーマンスを増加させる可能性が
示唆された。

1）Ohmura Hajime, Mukai Kazutaka, Takahashi Yuji, Takahashi Toshiyuki：競走馬総合研究所
2）James H. Jones：University of California, Davis
この研究レポートは、J Equine Sci.に2017, 2: 41-45に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

症があげられている。しかし、このことについて
のサラブレッドにおいての研究はそれほど多くな
い。サラブレッドは、ヒトのアスリートと比較し
ても体重あたりの最大酸素摂取量が2倍以上ある
など有酸素運動能力は非常に高いことが知られて
いる。しかし、常酸素下（酸素濃度21％）にお
いても、サラブレッドの２～３分間でオールアウ
トになる超最大運動時の動脈血酸素分圧は、75 
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mmHg 以下になる事が知られている［３, 14, 15, 
22］。このため、よくトレーニングされたサラブ
レッドに対する低酸素トレーニングの効果に対し
ては議論の余地があった。そこで、われわれは常
酸素下でよくトレーニングされたサラブレッドに
対する低酸素トレーニングは最大酸素摂取量を増
加させると仮説を立て、これを証明することとし
た。本研究では、連続した３週間、最大酸素摂取
量が増加しなくなるまで、常酸素下におけるト
レッドミルトレーニングを行い、それらのサラブ
レッドに対して、低酸素トレーニングを週２回行
い、最大酸素摂取量とそれに関わる測定項目を測
定し、その効果について明らかにした。

材料および方法
実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお

ける実験動物委員会の承認を得て行った。健康な
サラブレッド５頭（雄１頭・去勢雄３頭・雌１
頭、年齢7.0 ± 2.0歳、体重483 ± 24 kg）を用い
た。供試馬は低酸素トレーニングに先立って、常
酸素下のトレッドミルトレーニングを週２回行っ
た。すなわち、傾斜６％のトレッドミル上におい
て、走行スピードを２分ごとに1.7 m/sおよび4.0 
m/s 、7.0 m/s 、10.0 m/s 、12.0 m/s 、13.0 m/s 、
14.0 m/sと漸増し、そのスピードについて行けな
くなるまで走るオールアウト走を行った。週３日
はウォーキングマシーンで時速７㎞のスピードに
おいて１時間の常歩運動を行い、他の２日は馬房
内休養とした。

低酸素トレーニングは、上記の常酸素トレーニ
ングにより３週連続して最大酸素摂取量の増加
が認められなかった時点から開始した。低酸素ト
レーニング時、馬は15％の酸素濃度の空気を吸
引するためのマスクを装着し、傾斜６％のトレッ
ドミル上において、２分ごとに1.7 m/sおよび4.0 
m/s 、7.0 m/s のウォーミングアップ後、２-３
分間でオールアウトを惹起するスピードにおいて、
オールアウトになるまで走行した。この低酸素ト
レーニングは週２回行い、週３日はウォーキング
マシーンで時速７㎞のスピードにおいて１時間の
常歩運動を、他の２日は厩舎内での休養とした。
低酸素トレーニングの期間は３週間とした。

馬の運動能力を評価するための運動負荷試験は、
３週間の低酸素トレーニング前後において行われ
た。運動負荷試験は、14 Gのカテーテルを局所
麻酔後、頸静脈に留置し、1.7 m/sで２分間およ
び3.5 m/sで３分間のウォーミングアップ後、２
分ごとに1.7 m/sおよび4.0 m/s 、7.0 m/s 、10.0 
m/s、12.0 m/s、13.0 m/s、14.0 m/sと走行スピー
ドを漸増し、オールアウトになるまで行った。こ
の運動負荷試験は常酸素下で行った。運動負荷試
験中、馬はマスクを装着し、酸素摂取量および二
酸化炭素排泄量を測定した。心拍数はハートレー
トモニターにより計測し、頸静脈から採取した血
液から、乳酸およびヘマトクリット値を測定した。
酸素摂取量および二酸化炭素排泄量は較正された
窒素ガスおよび二酸化炭素ガスを測定回路に流す、
マスバランス法により測定した［１, ５, ８］。統
計解析は分散分析を用い、有意差水準は５％とし
た。

結果
常酸素下の週２回のトレーニングにより連続

した３週間の最大酸素摂取量は、それぞれ178 
± 9.1 ml/(kg×min)お よ び180 ± 10.0 ml/(kg×
min) 、178 ± 10.1 ml/(kg×min)と増加を認めな
かった。常酸素トレーニング後の最後の最大酸
素摂取量（178 ± 10.1 ml/(kg×min)）測定時の
走行距離は5,174 ± 759mであった。その後行っ
た低酸素トレーニングの走行距離は2,987 ± 567 
mであった。低酸素トレーニング時の２-３分間
でオールアウトが惹起されるスピードは12.1 ± 
0.45 m/sであった。３週間の低酸素トレーニン
グ後の体重は482 ± 30 kgであった。低酸素ト
レーニングにより体重当たりの最大酸素摂取量
は178 ± 10.1 ml/(kg×min)から194 ± 12.3 ml/
(kg×min)と有意に増加した。また、１頭あた
りの絶対量としての最大酸素摂取量も低酸素ト
レーニングにより有意に増加した。運動負荷試
験時の総走行距離は12％増加したが、有意差は
認められなかった。乳酸とヘマトクリット値は
変化しなかった。

　
考察
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本研究は、週２回の非常に厳しい常酸素トレー
ニングによって最大酸素摂取量が３週間以上に
わたって変化しない馬においても、低酸素トレー
ニングは最大酸素摂取量を増加させることを示
した。３週間の週２回のトレッドミルによる酸
素濃度15％の低酸素トレーニングにより、体重
あたりの最大酸素摂取量だけでなく、１頭あた
りの絶対量としての最大酸素摂取量も有意に増
加した。運動負荷試験時の総走行距離は12％増
加したが、有意差は認められなかった。これは、
総走行距離のばらつきが大きかったためと考え
られた。以上のことから、低酸素トレーニング
はよくトレーニングされた馬においても有酸素
運動能力を向上させる効果的なトレーニングで
あることが示唆された。

サラブレッドは、超最大運動時に厳しい低酸素
血症になることが知られている［３, 14, 15, 22］。
極度の低酸素血症は馬の有酸素運動能力向上に寄
与しているものと考えられるが、それは動脈血酸
素分圧が低下するまで酸素運搬系を働かせている
ためと考えられている。そのため、馬の低酸素ト
レーニングは有酸素運動能力を向上させるか議論
の余地が残った。しかし、本研究において、常酸
素トレーニングと比較して、低酸素トレーニング
は最大酸素摂取量を増加させる有効なトレーニン
グであることが示唆された。低酸素トレーニング
は、常酸素トレーニング以上の厳しい低酸素血症
をもたらし、このことが最大酸素摂取量の増加を
もたらすものと推察された。しかし、この推測に
ついては、実際に低酸素トレーニング時に動脈血
を採取し測定されなければならないと考えられた。

我々は、既報においてトレーニングされていな
い馬において低酸素トレーニングが最大酸素摂取
量と漸増運動負荷試験時のオールアウトまでの
走行距離を増加させることを示した［12］。しか
し、上記研究において、常酸素下と低酸素下での
トレッドミル走行スピードは同一としたため、％
Vo2maxスピードなどから考える相対的運動強度
は低酸素トレーニングの方が強かった可能性があ
る［12］。このことから、上記研究の低酸素トレー
ニングによる有酸素運動能力の向上は、相対的運
動強度が強かったことに起因する可能性が考えら

れた。本研究においても、低酸素トレーニングと
その前において行われた常酸素トレーニングの運
動負荷量を直接比較することは難しいが、常酸素
トレーニングの方が、走行スピードは速く、走行
距離は長いことから、絶対的な運動負荷量は常酸
素トレーニングの方が強いと考えられた。また、
相対的運動強度の点では、いずれもオールアウト
までの運動を行ったことから同等であると考えら
れた。すなわち、絶対的な運動強度は低酸素トレー
ニングのほうが低かったにもかかわらず、低酸素
トレーニングは、十分に常酸素下でトレーニング
を行った馬の最大酸素摂取量を増加させた。この
ことから、低酸素トレーニングはすでにトレーニ
ングを積んだ馬にとっても有効なトレーニング方
法であると考えられた。

ヒトにおいて、いわゆる高地トレーニングはヘ
モグロビン濃度を増加させ、有酸素運動能力を
向上させると考えられている［６, 19‒21］。また、
高地トレーニングによる有酸素運動能力の向上の
半分以上はヘモグロビン濃度の増加で説明できる
との報告もある［20］。本研究においては、低酸
素トレーニングの前後において、ヘマトクリッ
ト値の有意な増加は認められなかった。そもそも、
馬においては運動時に脾臓から赤血球が循環血液
中に大量に放出され、ヘマトクリット値を上昇さ
せることが知られている［17］。低酸素トレーニ
ングとヘマトクリット値の関係については、さら
なる検討が必要と考えられる。

ヒトにおいて、２週間にわたる高地トレーニン
グによって、最大酸素摂取量は増加しないものの、
短距離のランニングパフォーマンスと総酸素借が
29％増加することが報告されている［11］。また、
低酸素下における高強度インターバルトレーニン
グは無酸素パワーを増加することや、最大酸素摂
取量を増加させることなく総走行距離を延長す
ることなどが報告されている［７, ９, 11］。本研
究においては、無酸素エネルギーに関係すると考
えられる運動負荷試験終了時の乳酸値は低酸素ト
レーニング前後においてほとんど変化しなかった。
このことから、馬においては低酸素トレーニング
と無酸素エネルギーに関係が認められないかもし
れないが、これについても、さらなる検討が必要
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と考えられる。
高地トレーニングではヒトにおいて、体重が低

下することが報告されている［２］。本研究にお
いては低酸素トレーニング前後において体重の変
化はほとんど認められなかった。一つの原因とし
て、低酸素トレーニング前にすでに十分トレーニ
ングを積んでいたことがあげられる。また、エネ
ルギー消費量の点から考えると、走行スピードお
よび走行距離ともに低酸素トレーニング前の常酸
素トレーニング時の方が多く、このことが影響し
ている可能性もある。また、本研究の馬は、常に
低酸素下で生活していたわけではなく、トレーニ
ング時のみ低酸素下としたことも体重維持に影響
しているかもしれない。
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第19回　競走馬の除鉄試験（後編）
除鉄試験の概要

競走馬を対象にした除鉄試験は、昭和18年３
月から10月にかけて馬事公苑と東京競馬場で行
われました。試験方法は装着試験で、予備試験を
馬事公苑で行い、平地および障害試験を東京競馬
場と馬事公苑で行いました。また試験馬は馬事公
苑に所属する乗馬で、公認競馬に出走経歴のある
元競走馬、延33頭（各試験に10 ～ 12頭）を用
いました（写真１）。

（写真１）馬事公苑の調教馬場
昭和15年開苑当時

馬事公苑は皇太子殿下ご誕生祝と、次期オリンピックが東京
に決定されたのを受け、馬術会場として建設された。オリン
ピックは日中事変のため返上されたが、騎手養成や馬術訓練
など、競馬関係者の教育と馬事振興に使用された1）。
（河﨑健三.馬事公苑あれこれ－思い出の記－.昭和55年馬事公
苑発行より引用。JRA提供）

1）予備試験
博士はドイツでの競馬視察を踏まえ、前肢に鉄

材を節約した蹄鉄を装着し、後肢を跣蹄にする試
験計画を立案しました。そして使用蹄鉄の選択と
跣蹄の状態を観察するため予備試験を行いまし
た。内容は試作した半月状蹄鉄と分割蹄鉄を前肢
に装着し、後肢は跣蹄にした状態と半月状蹄鉄を

解 説 記 事

装蹄歴史案内

（元）競走馬総合研究所　関口　隆

装着して、日量約9,000mの騎乗運動を約１ヶ月
負荷し、比較検討しました。（写真２、３）。
　　　

（写真２）半月状蹄鉄
（予備試験終了時）

鉄尾端付近の蹄壁欠損が著し
い。

（松葉重雄ら.調査研究報告第2輯.馬の除鉄試験に就いて.昭和
18年日本競馬会発行より引用。JRA提供）

（写真３）分割蹄鉄
（予備試験終了時）

鉄片が内方にずれ、落鉄寸前
である。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

その結果、跣蹄の状態は良好で運動に耐える状
態になりましたが、半月状および分割蹄鉄は蹄鉄
や鉄片のずれで落鉄が多発し、その大きさと装着
方法に問題を残しました。また半月状蹄鉄は鉄尾
付近の蹄壁欠損が著しく、裂蹄や屈腱炎なども発
症したため、実用性は困難と判断しました。

2）平地及び障害試験
平地および障害試験は前肢に分割蹄鉄を採用

し、後肢は跣蹄で試験を行うことにしました。そ
して分割蹄鉄は鉄片を細身に改良し、蹄負面に嵌
め込む装着方法に改めました。また鉄材の節約を
考え、二分割蹄鉄を試作し三分割蹄鉄と比較検討
しました（写真４-７）。
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また三分割蹄鉄の方が成績は良好である。
（2）後肢の跣蹄は約１ヶ月の準備期間を置けば分

割蹄鉄と同様、競走に耐える状態になる。
（3）前肢に三分割蹄鉄を装着し後肢を跣蹄にする

と、鉄材は1/10 ～ 1/15に減少し、蹄釘は
半減する２-４）。

（水濠障害）　

 （跳び上がり跳び下がり台）
（写真８）東京競馬場の障害コース　昭和17年
（日本の競馬.障害競走のいろいろ.昭和17年日本競馬会発行よ
り引用。JRA提供）

 　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

10月13日、競馬会は理事会を開き審議した結
果、昭和19年春季競馬から三分割蹄鉄を競走蹄
鉄に採用し、後肢を除鉄する方針を固めました。
そして、秋競馬終了後から後肢を除鉄して調教を
始めましたが、蹄が磨滅して故障を起こす馬が続
出しました。また10月になって京都競馬場で行っ
た除鉄試験では、「京都の馬場は馬事公苑及び東
京競馬場に比し敷砂の若干荒き関係ならんか、鉄
および蹄の磨耗一層甚大なるかの感あり。以上の
条件より蹄磨耗は甚だしきため、後肢にありても
装蹄を必要とするものあらんかと思考せらるる点
あり」と報告がありました。そのため跣蹄にする

平地試験の運動は、馬事公苑で日量約6,900ｍ
の調教と周辺道路の騎乗運動（常歩および速歩）
を約１ヶ月半行って、東京競馬場へ行軍で移動し
ました。そして競馬場では、本馬場（芝）を主体
に8,700 ～ 11,000ｍの調教を約２週間行い、期
末にはハロン15：15の調教進度に達しました。
また障害試験の運動は、馬事公苑で約１ヶ月飛越
訓練を行い、その後東京競馬場の障害コース（120
～ 140㎝の障害と水濠）で、障害競走の調教を約
1 ヶ月間行いました。障害試験では肩跛行などで
除外される馬が出て、当初10頭の試験馬が６頭
になりましたが、10月10日に試験は無事終了し
ました（写真８）。

そして平地および障害試験を通じ、分割蹄鉄の
装着状況は良好で使用命数は平地で４週間、障害
で３週間でした。また跣蹄は蹄の磨滅も適度で、
蹄下面は拡大し調教に耐える状態になっていまし
た。そして試験成績を要約すると次のような結論
が得られ、日本競馬会に報告書を提出しました。

（1）前肢の分割蹄鉄は約３ヶ月の準備期間を置け
ば平地及び障害競走と同様の運動が出来る。

（写真４）二分割蹄鉄
（平地試験終了時）

鉄片の装着状態は良好だが、
蹄尖部の磨耗が著しい。

 （写真５）三分割蹄鉄
（平地試験終了時）

鉄片の装着状態は良好である。

（写真６）跣蹄（側望）
（平地試験時）

跣蹄にして1 ヵ月した状態。
蹄尖部の磨滅も適度である。

（写真７）跣蹄（蹄下面）
（平地試験時）

跣蹄にして1 ヵ月した状態。
蹄負面は拡大し、蹄叉、蹄球
の発育が旺盛である。

（松葉重雄ら.調査研究報告第２輯.馬の除鉄試験に就いて.昭
和18年日本競馬会発行より引用。JRA提供）
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ことが不適当と認められた馬には、従来の蹄鉄※

を装着できることにしました５）。
※調教師は、競馬会から許可された蹄鉄を「薄い

蹄鉄」と呼んだが、蹄鉄の幅や厚さなどは明ら
かでない。また跣蹄にして調教や競走を行うこ
とに対し、能力検定競走所感（優駿第４巻）の
中で尾形藤吉調教師は、「わが国の馬場、殊に
調教馬場及び運動場はそれだけ施設が完備いて
いない。」と述べ、また田中和一郎調教師も「除
鉄させるならば、蹄鉄がなくても故障を起こ
さぬように馬場、運動場の手入をやって貰いた
い。」と述べて、馬場、運動場の改善と整備を
要望している６、７）。

能力検定競走と競走馬の除鉄
昭和18年12月、政府は競馬の一時停止を決定

し、昭和19年以降は能力検定競走が行われるこ
とになりました。そして、４月の春季能力検定競
走（東京および京都）から出走馬の除鉄が実施さ
れることになり、競馬施行規程は次のように改正
されました。
「第百四十条：駈歩競走及障害競走に於て蹄鉄

を使用する場合は前肢に限る。但し本会に於て特
別の事由ありと認めたる場合は此の限りに在らず。

前項の蹄鉄は本会の定むる三分割のものに限
る。但し本会に於て疾病又は事故其の他正当の事
由ありと認めたる場合は本会の認むる蹄鉄を使用
することを得。

速歩競走に於ては鉄臍又は突縁其の他他馬に危
険を及ぼす虞れある特殊の加工を為したる蹄鉄は
之を使用することを得ず。」

競馬停止に伴い競走馬は約1,000頭に整理さ
れ、東京および京都競馬場に集合しました。そし
て能力検定競走に向け、新蹄鉄と跣蹄で調教が始
まりました。しかし調教が始まると、分割鉄を
打ったため具合が悪くなったという馬や、跣蹄に
したため蹄が磨滅して走れなくなったという馬が
出て、普通鉄に打ち直す馬が増えていきました８）。
能力検定競走は４月22日から始まりましたが、
除鉄に関しての報告書などは見つかっていませ
ん。しかし僅かに残された装蹄状況の一部を記録
した資料によると、特殊競走などに出走するオー

プンクラスの競走馬は、普通鉄を多く使用してい
ました９）。また５月に東京で開かれた競馬会と東
京競馬振興会（馬主団体）との懇親会では、除鉄
問題について振興会員と競馬会で次のような意見
が交わされています。

振興会員：除鉄の問題だが、後肢には絶対蹄鉄
が必要である。振興会員は除鉄については一致し
て反対に意向である。秋になれば蹄が延びないか
ら、一層後肢にも蹄鉄をはかせる必要がある。

競馬会（技師）：検査した上で一部には装鉄を
許しているが、現在相当数に上っている。大学の
先生とも良く相談して、除鉄問題を解決したいと
思う。

競馬会（業務課長）：細かい点では色々支障が
あると思うが、時局下鉄を節約することが必要な
ので除鉄出来るものはし、出来ないものを強制す
る訳ではないから、何とか不利不便を忍んで御協
力願いたい10）（写真９）。

（写真９）第13回ダービー優勝馬 カイソウ
昭和19年

能力検定競走で施行された日本ダービー。観客のいないスタ
ンドで、一部の競馬関係者と軍人が見守る中で行われた。
（優駿第４巻７月号.優駿競走より引用。昭和19年日本競馬会
発行より引用。JRA提供）

　　　

そして昭和20年になると、能力検定競走は北
海道（静内競馬場）と東北（東北種馬育成所巣子
分厩）へ疎開して行われました。もうその頃にな
ると蹄鉄を履かせる余裕もなく、北海道第一次能
力検定競走（静内）の出走馬34頭は、すべて跣
蹄で競馬を行いました11）。
「ドイツでは、後肢はどこの競馬場でも殆ど蹄
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鉄をつけていない。これは既にもう10年も前か
ら実行している。」博士がドイツを視察して、日
本の装蹄が10年も15年も遅れていると感じた新
しい感覚の装蹄法、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
すという考え方は、馬主や厩舎関係者には充分に
伝わりませんでした12）。そして金属回収令が公布
され、競馬場スタンドの鉄骨さえ供出が強要され
る中、戦争のお役にたてばと、鉄の節約ばかりが
強調されていきました。また競馬が一時停止され、
その存続さえ危ぶまれる状況の中で能力検定競走
が実施され、馬場や運動場の整備を含め、蹄が調
教に耐える状態になる準備期間もないまま、除鉄
が行われてしまいました。馬主や調教師は、戦争
協力の必要性は感じても故障が起きれば反対しな
ければならず、研究者は新しい装蹄法を実践する
中で多くの課題に直面し、お互い苦しい思いをし
ました（写真10）。
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競走馬総合研究所臨床医学研究室の田村周久
職員は、平成29年９月25日に北海道大学大学院
獣医学院において獣医学博士の学位を取得したの
で、その概要を紹介する（写真１）。

田村職員は平成18年に日本中央競馬会（JRA）
に入会し、美浦トレーニング・センター競走馬診
療所で５年間競走馬の診療業務に従事した。その
後、平成23年に競走馬総合研究所常磐支所（現：
競走馬リハビリテーションセンター）へ配属後、
平成25年に同研究所臨床医学研究室に配属され、
現在に至るまで競走馬臨床に関する研究を行って
いる。競走馬総合研究所において、競走馬の浅指

情報コーナー

田村周久職員の博士学位論文紹介
「ウマ浅指屈筋腱の損傷部に対する超音波

エラストグラフィ検査の応用」

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周

屈筋腱炎に関する超音波診断法の研究を実施し、
北海道大学滝口教授の指導の下、その成績を博士
論文として提出し、学位を取得した。

論文は「ウマ浅指屈筋腱の損傷部に対する超音
波エラストグラフィ検査の応用」と題し、2章で
構成されている。

以下にその学位論文の内容を紹介する。
ウマ浅指屈筋腱炎は浅指屈筋腱（SDFT : super-

fi cial digital fl exor tendon） に損傷が生じている病
態であり、急性期では屈腱部の腫脹、熱感および
疼痛が認められる。強い運動を実施する競走馬で
は浅指屈筋腱炎の発症頻度が高く、JRA登録競走
馬を対象とした過去の疫学調査では、浅指屈筋腱
炎の発症率は約11%であったことが報告されてい
る。損傷部に対する適切な荷重負荷は、腱線維配
列の良好な再整列化を促進し、損傷部と周囲組織
の癒着を最小限にする効果がある。そのため、浅
指屈筋腱炎を発症した競走馬に対して、適切なリ
ハビリテーションを実施することは重要である。
リハビリテーションを実施する際に、運動負荷に
よって損傷部が許容できる範囲よりも過剰な荷重
が生じれば、再発症を引き起こす原因となる。ま
た、逆に運動負荷が少なければ、腱組織の運動適
応を引き起こさないため、不正な瘢痕組織による
置換または競走復帰までに要する期間の延長など
の影響が生じてしまう。よって、安全かつ効果的
なリハビリテーションを実施するには、損傷部の
状態に応じた運動強度を調整する必要があるた
め、腱組織の修復を適正に評価できる検査指標が

写真１　田村職員（左）と御指導を頂いた北海道
大学 滝口教授（右） 
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必要とされている。
超音波エラストグラフィ検査は、非侵襲的に組

織内部の硬さを評価する超音波技術である。その
原理として、マニュアルコンプレッション方式の
超音波エラストグラフィ検査では、対象組織に一
定の圧力を加えると硬い組織は歪みが小さく、軟
らかくなるほど歪みが大きくなるという一般的な
物理法則を利用している。本検査法によって損傷
した腱組織の修復過程を詳細に評価することが可
能であれば、競走馬のリハビリテーションにおけ
る運動強度を調節するための新しい指標として利
用できると考えられる

本研究の目的は、浅指屈筋腱炎を発症した競走
馬に対する超音波エラストグラフィ検査の有用性
を明らかにすることである。

第１章では、超音波エラストグラフィ検査が明
らかに異なる修復過程にある損傷部の組織強度を
評価できるか検討した。

その方法として、18頭のサラブレッド種競走
馬を浅指屈筋腱炎発症からの経過日数に従って、
急性炎症期群、５ヶ月経過群、９ヶ月経過群の３
群（各群６頭）に分け、超音波Bモード検査と超
音波エラストグラフィ検査を用いて評価した。

その結果、超音波Bモード検査では区別できな
かった５ヶ月経過群と９ヶ月経過群にある損傷部
の修復状態を超音波エラストグラフィ検査は組織
強度の観点から区別することが可能であった（図
１）。リハビリテーション時における有用性を高

めるためには、定量的な指標を利用する等、更な
る検討が必要であるが、超音波エラストグラフィ
検査は、SDFT損傷部の修復状態を超音波Bモード

図１-１；イとロ

図１-３；ホとヘ
図１　各群の代表的な２症例から得られたSDFT
横断面の超音波検査所見（左：超音波エラストグ
ラフィ検査、右：超音波Bモード検査）　 
図１-１　イとロ；急性炎症期群における代表的な２症例。超
音波Bモード検査において、損傷部は明瞭な低エコーで示され
ている。また、その損傷部領域に一致して、超音波エラスト
グラフィ検査では明瞭な赤色が示され、軟らかい状態である
と評価されている。
図１-２　ハとニ；５ヶ月経過群における代表的な２症例。超
音波Bモード検査において、損傷部は不均一なエコー輝度で示
されている。周囲の健常組織との境界は不明瞭である。超音
波エラストグラフィ検査では、その領域に一致して、黄色か
ら黄緑色で示されており、急性炎症期群よりも硬い状態であ
ることが分かる。
図１-３　ホとヘ；９ヶ月経過群における代表的な２症例。超
音波Bモード検査では、５ヶ月経過群の所見と類似しており、
エコー輝度だけによる評価では損傷部の修復が進んでいるの
かどうか知ることはできない。その一方、超音波エラストグ
ラフィ検査では、損傷部領域が青色で示されており、周囲の
健常部とほぼ同程度の硬さであることが理解できる。

図１-２；ハとニ
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検査よりも詳細に評価することに有用であると考
えられた。

第２章では、ウマ浅指屈筋腱炎発症例に対して、
超音波エラストグラフィ検査を継続的に実施し、
損傷部の修復過程における組織強度の回復を評価
した。

その方法として、浅指屈筋腱炎を発症した雄7
頭のサラブレッド種競走馬に対して超音波エラス
トグラフィ検査および超音波Bモード検査を入所
直後、発症２ヶ月後、発症３ヶ月後、発症6 ヶ月
後および発症９ヶ月後に実施した。超音波エラス
トグラフィ検査では定性的な損傷部の色調評価法
と定量的な損傷部と健常部のストレイン比を測定
する方法を用いて、組織強度の観点から損傷部の
回復を評価した。超音波Bモード検査では、定量
的に測定できる損傷部と健常部のエコー輝度比を
用いて、組織構造の観点から損傷部の回復を評価
した。

その結果、超音波Bモード検査で評価したエコー
輝度比は、入所直後から発症２ヶ月後まで有意な
上昇が認められたが、それ以降においては有意な
変化が認められなかった（図２）。その一方、超
音波エラストグラフィ検査で評価した色調評価法
およびストレイン比は発症３ヶ月後以降に有意な
変化が認められた（図３）。特に、発症６ヶ月後
から発症９ヶ月後にかけて有意な変化が認められ
たのは、超音波エラストグラフィ検査のストレイ

ン比による評価のみであった。
超音波Bモード検査では評価することが困難な

リハビリテーション後期における損傷部の修復
を、超音波エラストグラフィ検査では客観的かつ
定量的な指標であるストレイン比を用いることに
よって、評価することが可能であった。そのた
め、超音波エラストグラフィ検査は長期にわたっ
てSDFT損傷部の回復を詳細に評価することに有
用であると考えられた。

以上のことから、従来の評価方法である超音波
Bモード検査に加えて超音波エラストグラフィ検
査を継続して実施することによって、損傷部の組
織構造の変化のみならず、組織強度の回復をモニ
タリングすることが可能であると考えられた。特
に、ストレイン比を新たな指標とすることによっ
て、浅指屈筋腱炎を発症した競走馬の損傷部を組
織強度の観点から定量的に評価できることが明ら
かになった。

本研究の結果は、浅指屈筋腱炎を発症した競走
馬に対して安全かつ効果的なリハビリテーション
を提供するにあたって極めて有用な知見であり、
競走馬の福祉に寄与すると考えられた。

本研究の多くは福島県いわき市 競走馬リハビ
リテーションセンターで実施されました。また、
本研究の遂行ならびに本研究を学位論文としてま
とめるにあたって御指導・御協力を賜りました皆
様に御礼申し上げます。

 
図 2.  対象症例(Ⅰ～Ⅶ)の SDFT 損傷部におけるエコー輝度比の推移 
発症 2 ヶ月以降は、エコー輝度比に有意な変化が認められないため、損傷部

の修復が進んでいるのかどうかを評価することはできない。 
＊；有意差があることを示す(P<0.05)。
 
 

図 3. 対象症例(Ⅰ～Ⅶ)の SDFT 損傷部におけるストレイン比の推移 
発症から 6 ヶ月以降と 9 ヶ月以降の間であっても有意なストレイン比の上昇

が認められており、リハビリテーション後期においても、損傷部の修復が進ん

でいることが理解できる。 
＊；有意差があることを示す(P<0.05)。
 
 

図２　対象症例（Ⅰ～Ⅶ）のSDFT損傷部におけ
るエコー輝度比の推移
発症２ヶ月以降は、エコー輝度比に有意な変化が認められな
いため、損傷部の修復が進んでいるのかどうかを評価するこ
とはできない。
＊；有意差があることを示す（P<0.05）。

図３　対象症例（Ⅰ～Ⅶ）のSDFT損傷部におけ
るストレイン比の推移
発症から6ヶ月以降と9ヶ月以降の間であっても有意なストレ
イン比の上昇が認められており、リハビリテーション後期に
おいても、損傷部の修復が進んでいることが理解できる。
＊；有意差があることを示す（P<0.05）。



（32） 馬の科学　Vol.55（1）2018

 はじめに
欧米の獣医学教育では馬を対象とした臨床教育

が小動物（犬猫など）や大動物（牛など）と同様
に重要とされている。現在、日本の獣医系大学に
おいて、「獣医学教育モデル・コア・カリキュラ
ム」1）に記載されている「馬臨床学」カリキュラ
ムに基づく教育体制の構築が進められている（表
１）。一方、The European Association of Establish-
ments for Veterinary Education （ヨーロッパ獣医学
教育認証機関：EAEVE）では、2016年に「Equine 
Emergency / Critical Care Medicines（馬の救急
医療および集中治療）」を学べる環境を有するこ
とが認証の条件に設定され、国際認証を目指す日
本の大学において馬の救急医療体制（24時間365
日）の構築が急務となっている２）。さらに、ヨーロッ

特 別 記 事

帯広畜産大学第9回臨床実習研修における
獣医学教育モデルコア・カリキュラム馬臨床学の

実習プログラムについて

佐々木直樹１）・伊藤めぐみ１）・柳川将志１）・都築　直１）・松井基純１）・羽田真悟１）

松本高太郎１）・南保泰雄１）・猪熊　壽１）・古岡秀文２）・山田一孝３）

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門１）・同基礎獣医学研究部門２）・麻布大学獣医学部３）

パの「Veterinary Continuous Education in Europe 
International non-profi t association（VETCEE）」
では、卒後１年程度の臨床獣医師に求められてい
る臨床技術を「Competences for VETCEE accred-
ited equine programs」３）30項目（75細項目）
に定め、欧州においてグローバルな馬臨床学教育
が実践されている（表２）。従来、帯広畜産大学
では「VETCEE accredited equine programs（VET-
CEE認証馬臨床プログラム）」を念頭においた臨
床実習を実施しており、その内容は家畜衛生対策
推進協議会主催の臨床実習研修支援事業において
他大学学生向けに教育プログラムとして実施して
きた。今回、第９回臨床実習研修（馬専攻）を平
成29年８月21日（月）から８月25日（金）まで
の期間、全国獣医系大学学生12名に対して実施
したので（表３）、帯広畜産大学馬専攻における
本プログラムの概要を紹介する。

１．臨床診断法の基礎
本実習では、学内の飼育馬（サラブレッド種）

を用いて、稟告聴取、身体検査（保定、視診、聴
診、打診、触診など）および基本手技（静脈注射、
筋肉注射、経口投与、経鼻胃カテーテル、歯科診
療など）を学習した（写真１）。VETCEE認証馬臨
床プログラムでは、内科の細項目として「１．ウ
マ感染症の予防と診断および寄生虫に関連する知
識を含む予防医療」、「３．腹痛および下痢の診断

表１　馬臨床学モデル・コア・カリキュラム
項目 一般目標 実習

項目

（１）馬学一般 馬の動物としての特徴、人と馬の関わりについ
て理解する。 ○

（２）馬臨床学総論 馬の飼養管理、診断法および治療法を理解する。 ○

（３）循環器・呼吸器疾患 馬の循環器・呼吸器疾患の病態、原因、症状、
診断法および治療法について理解する。 ○

（４）消化器疾患 馬の消化器疾患の病態、原因、症状、診断法お
よび治療法について理解する。 ○

（５）運動器疾患 馬の運動器疾患の病態、原因、症状、診断法お
よび治療法について理解する。 ○

（６）眼科疾患 馬の眼の特徴を理解し、眼科疾患の病態、原因、
症状、診断法および治療法について理解する。 ○

（７）臨床繁殖学・産科学 馬の生殖整理および繁殖障害ならびに分娩と難
産について理解する。 ○

馬臨床学モデル・コア・カリキュラムに記載されている一般目標について実習を
実施した。

「馬臨床学モデル・コア・カリキュラム」は獣医学モデル・コア・カリキュラムの
講義科目４-22に記載されている。本実習では、これらを網羅している。
○：実習実施項目。
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表２　 Competences for VETCEE accredited equine programs
項目 プログラム内容 実習

項目
1 専門的技術

１．福祉と倫理 ○
２．自己啓発 ○
３． 診療記録の保管 ○
４．感染性廃棄物の安全で正確な処分、ならびに防疫と予防的処置に関

する知識
５．馬の運送
６．健康と安全 ○

2 臨床管理とコミュニケーション
１．良い事例管理とクライアントおよび/または同僚のコミュニケーショ

ンの原則の理解 ○

２．専門的診断治療を紹介する場合に発生するコミュニケーション上の
問題点

3 鎮痛および麻酔
１．四肢および頭部の局所麻酔、四肢および尾部の硬膜外麻酔。 ○
２．静脈内全身麻酔、適応症および禁忌。 ○
３．鎮痛および疼痛管理 ○
４．術前および術後管理 ○
５．安楽死 ○
６．吸入麻酔と術中モニタリングの基礎知識。 ○

4 緊急サポート
１．救急および集中治療の管理 ○
２．輸液療法の原理と実践、保定、輸送、スタッフの安全に精通してい

ること。 ○

5 画像診断
１．ポータブルX線発生装置を用いた単純X線検査 ○
２．生殖器および四肢の超音波検査 ○
３．上気道の基本的な内視鏡検査 ○
４． CT 、MRI 、核シンチグラフィーなどの第2レベルイメージングモダ

リティの適応理解。 ○

6 内科
１．ウマ感染症の予防と診断および寄生虫に関連する知識を含む予防医療。
２．基本的な薬理学の論理。臨床使用および禁忌に特に関連する薬物の

分類。一般的な抗菌療法の原則。抗菌剤耐性や多剤耐性菌の認識。 ○

３．腹痛および下痢の診断および治療 ○
４．蹄葉炎、慢性疝痛、慢性的な体重減少を含む胃腸機能障害の合併症

に関する診断治療。 ○

５．多尿、排尿障害および血尿などの尿路感染症における尿検査および
基礎診断。

６．一般的な上気道および下気道症状の診断治療。呼吸器系の画像診断、
特に一般的な内視鏡検査。 ○

７．一般的な心血管系の診断治療および画像診断。 ○
８．心血管系疾患の心電図の知識。 ○
９．筋肉疾患の診断治療。
10 ．一般的な内分泌疾患の診断治療。代謝病、クッシング病、高脂血症

および低カルシウム血症などの内分泌疾患の知識。
11 ．神経学的徴候のある運動失調、破傷風、ボツリヌス中毒および肝性

脳症を伴う急性外傷の治療。基本的な神経学的知識。ウイルス性脳炎
の知識。

12 ．外部寄生虫症、皮膚炎、新生児期、アレルギー性疾患および自己免
疫疾患などの一般的な皮膚疾患の診断治療。

13．眼科検査、角膜潰瘍、角膜炎、ブドウ膜炎、緑内障、白内障、腫瘍、
水晶体脱臼/亜脱臼症などの眼科検査、診断治療。 ○

14 ．口腔内の異常症例に対する歯科治療。 ○
1５．農薬での医療管理。種馬や牝馬の一般的な病気の知識。新生児薬の

基礎知識。敗血症および新生児疾患の予防治療

項目 プログラム内容 実習
項目

7 一般外科
１．外科的疾患の診断。 術前の評価、敗血症の原則、組織の取り扱いお

よび基本的な外科技術 ○

２．術後治療、術後合併症の知識と評価 ○
３．様々な外科的手法における実用的能力

・単純な損傷に対する創傷管理、外科的縫合 ○
・気管切開 ○
・膿瘍に対するドレーン
・皮膚腫瘍サンプリングと切除
・正常ならびに陰睾の去勢
・軽度の直腸 や膣裂の外科処置。
・肢軸異常に対する評価と外科的管理。
・第二（四）中手骨遠位の単純骨折の除去
・診断麻酔 ○
・子宮および直腸のパイオプシー

４．先端手術技術の基礎知識
・整形外科手術の原理：関節鏡手術 ○
・開腹手術：腹腔探査および腹腔鏡検査。 ヘルニア整復術。直腸縫合。 ○
・高度な創傷再建
・頭部および上部呼吸器外科： ○
・上気道の外科手術。 ○
 ・先端歯科
・胸部手術：胸部ドレーンの装着。 胸腔鏡検査。 切除。
・泌尿生殖器手術
・先端画像診断技術
・腎臓および肝生検
・新生児手術
・臍ヘルニア手術

8 跛行診断およびスポーツ医学
１．跛行診断のための取り扱い安全性および触診。 ○
２．跛行評価とスコアリング。四肢診断麻酔。 ○
３．感染性滑膜炎の診断
４．放射線および超音波検査の実施および解釈 ○
５．二次診療施設へ紹介するための内科的ならびに外科的知識
６．負傷した馬の固定と運搬 ○
７．筋骨格系疾患、跛行およびプアーパフォマンスの症例に対する高度

な診断技術の基礎知識。
８．トレーニングおよびリハビリトレーニングの維持管理の基本的な理解。
９．整形外科手術後のリハビリテーションと理学療法の一般知識。
10 ．装蹄の原則、正常および矯正蹄鉄の装着および装蹄師とのコミュニ

ケーションに関する知識。
9 繁殖と牧場管理

１．妊娠と不妊の診断。妊娠および不妊牝馬の医療管理。中絶の診断。
２．新生児の評価と管理。成長期仔馬の一般的な障害の健康維持と知識。
３．バイオセキュリティーと予防医学を含む一般的な牧場マネジメント

に関する知識。
４．直腸検査と超音波診断検査、精液を用いた人工授精の知識。 ○
５．精液の採取、処理、胚の採取、移送などの生殖技術の基礎知識。
６．胎盤と胎児の超音波検査を含む妊娠後期モニタリングに関する基礎

知識

75項目中38項目について本実習で学習した。
Competences for VETCEE accredited equine programs細項目75中39項目（○）が本実
習プログラムに含まれている。

および治療」、「４．蹄葉炎、慢性疝痛、慢性的な
体重減少を含む胃腸機能障害の合併症に関する診
断治療。」、「14 ．口腔内の異常症例に対する歯科
治療」などが含まれている。４人１班で馬の身体
検査を行い、臨床所見をホワイトボードに記載し
て全体でディスカッションを行うことで、上記項
目の理解を深めた。

２．循環器実習
馬の循環器疾患診断法に関するVETCEE認証馬

臨床プログラムでは、「７．一般的な心血管系の診

写真１　臨床診断法の様子
学生４名１班で稟告聴取、身体検査を行い、最後に全体ディ
スカッションを行った。
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断治療および画像診断」および「８．心血管系疾
患の心電図の知識」が重要細項目として提示され
ている。本実習では兼子樹廣先生（元軽種馬育成
調教センター参与）に「サラブレッドの心臓疾患」
についての講義後、心電図、心音図および心エコー
検査の手技を学んだ（写真２、３）。４名１班で
３ブース（馬の心音および心電図検査、馬の心エ
コー検査、屠体心臓の病理解剖）の内容を学習し
た。馬の心電図および心音図の基本的理解、心エ
コー検査の特徴、屠体心臓の解剖などを通じて心
臓の機能と形態を総合的に理解した。

３．眼科実習
馬の眼科に関するVETCEE認証馬臨床プログラ

ムでは、「13 ．眼科検査、角膜潰瘍、角膜炎、ブ
ドウ膜炎、緑内障、白内障、腫瘍、水晶体脱臼/
亜脱臼症などの眼科検査、診断治療」が提示され
ている。本実習では眼科疾患の診断に必要とな
る視力検査、スリットランプ検査、眼底検査、眼
圧検査、フルオロセイン染色検査、感覚神経のブ
ロック、運動神経のブロック、鼻涙管洗浄法、点
眼法などについてサラブレッド実習馬、屠体ブタ
眼、眼模型などを用いて実習した（写真４、５）。
４名１班で４ブース（模型を用いた眼底検査、屠
体眼を用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠
体頭を用いた感覚神経・運動神経のブロック法、
実習馬を用いた眼底検査）でHands-onトレーニ
ングを行った。眼底検査の間接法では、模型を用

写真２　循環器実習（心臓解剖）の様子
屠体心臓を用いて、心臓の構造ならびに心疾患の機序につい
て学習した。

写真４　眼科実習の様子
眼底検査法（間接法）では、実習馬を枠馬に保定して眼底部
の視神経乳頭や血管を検査するため基本手技を学習した。

写真３　循環器実習（心エコー）の様子
実習馬を枠馬内保定し、心エコーならびに心電図および心音
図検査法について学習した。

表３　第９回臨床実習研修プログラム（馬専攻）

馬専攻のプログラムは、獣医学モデル・コア・カリキュラム中講義科目４-22「馬臨床学モ
デル・コア・カリキュラム」に記載されている馬学総論の他、臓器別に循環器、眼科、呼吸
器、運動器、消化器、生殖器の項目についてHands-onトレーニング中心に構成されている。

 18 

表 3 第 9 回臨床実習研修プログラム（馬専攻） 

 

馬専攻のプログラムは、獣医学モデル・コア・カリキュラム中講義科目 4－

22「馬臨床学モデル・コア・カリキュラム」に記載されている馬学総論の他、

臓器別に循環器、眼科、呼吸器、運動器、消化器、生殖器の項目について Hands-on

トレーニング中心に構成されている。 

 

月日 曜日 ＡＭ ＰＭ その他

8:30～12:00 13:00～17:00 18:00-20:00

１日目 8月21日 月 8:40　産業動物臨床棟 循環器内科実習（猪熊・松本 懇親会

　　　１階マルチルーム集合 ・外部講師）

オリエンテーション（佐々木） ：心臓疾患の病態と病理解剖法 （18:00～19:15）

臨床診断法の基礎（佐々木・伊藤）心電・心音図検査・超音波検査

：馬の視診、望診、聴診・注射法 　

・採血法・経鼻・経口投与・歯科 施設・学内見学

２日目 8月22日 火 眼科実習（佐々木・伊藤） 呼吸器内科実習（佐々木・伊藤） 症例検討会

　 ：各種検査法・局所麻酔法 ：内視鏡検査・気管支肺胞洗浄 （ディスカッション）

・角膜縫合・結膜フラップ 呼吸器外科実習（佐々木・伊藤） （18:00～20:00）

・点眼留置 ：喉頭形成術・円鋸術

３日目 8月23日 水 跛行診断実習（佐々木・伊藤） ・ｘ線撮影法および読影法（都築）症例検討会

：歩様検査・触診 整形外科実習（佐々木・伊藤） （スライド作成）

・屈腱超音波検査・診断麻酔法 ：AO法による骨折治療 （18:00～20:00）

（ラグスクリュー・プレート・LCP）

４日目 8月24日 木 ナチュラルホースマンシップ実習 麻酔実習（佐々木・伊藤・柳川） 症例発表会

（場所：ヒロユキモチダホースマン 開腹手術実習（佐々木・伊藤 （18:00～20:00）

シップ・持田氏） ・柳川・都築）

・馬の習性・体・心理 ：腹腔探査・骨盤曲切開術

・馬とのコミュニケーションの取り方 ・術後管理・持続点滴法

５日目 8月25日 金 繁殖検診実習（松井・南保・羽田 ） CT・MRI・核医学（山田） 反省会

：直腸検査等 病理解剖実習（古岡） （18:３0～20:00）

：馬の病理解剖法

17:00:修了証授与・総括・解散
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いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習する
ことで、学生は効率よく視神経乳頭ならびに網膜
の検査を行えるようになった。眼科手術では、１
名ずつ豚の屠体眼を用いて眼科手術の基本となる
角膜縫合、結膜フラップ、眼瞼下灌流法、眼瞼縫
合などについて学習した。角膜縫合ならびに結膜
フラップは眼科手術の基本手技が多く含まれてお
り、眼科疾患の外科的治療法を理解するうえで有
効であった。

４．呼吸器実習
馬の呼吸器疾患診断治療法に関するVETCEE認

証馬臨床プログラムでは、画像診断として「３．
上気道の基本的な内視鏡検査」および「６．一般
的な上気道および下気道症状の診断治療」が提示
されている。本実習では４名１班で４ブース（ト
レーニングボックスを用いた内視鏡操作法、実習
馬を用いた内視鏡操作法、屠体頭を用いた内視鏡
での喉嚢観察、屠体頭を用いた円鋸術、屠体頭を
用いた永久気管開口術や喉頭形成術など）の内容
を学習した（写真６）。呼吸器系の画像診断では、
一般的に内視鏡検査が重要とされている。例えば、
ウマの鼻出血では、出血の原因部位（鼻粘膜の
外傷、喉嚢出血、運動誘発性肺出血など）を特定
することは、治療方針決定ならびに失血死を回避
するうえで重要であり、内視鏡診断は必須項目と
なっている。本実習では、トレーニングボックス
を用いた内視鏡操作では、内視鏡の基本構造とノ
ブの扱い方を学習し、屠体を使用した内視鏡検査

では、実際の内視鏡操作について学習した。蓄膿
症の手術である円鋸術については、屠体頭を用い
て骨膜刮子、円鋸、骨ネジならびにレンズ刀を用
いた一連の手術手技を学習した。また、気道閉塞
では、気道管設置に加えて永久気管開口術が必要
となり、切除する筋肉部位ならびに気管粘膜の縫
合方法の理解が重要である。VETCEE認証馬臨床
プログラムにおいても「気管切開」や「頭部およ
び上部呼吸器外科」が含まれており、Hands-on
トレーニングプログラムは有効であった。

５．運動器実習
馬の運動器疾患診断治療法に関するVETCEE

認証馬臨床プログラムでは、「１．ポータブルX
線発生装置を用いた単純X線検査」、「４．CT 、
MRI 、核シンチグラフィなどの適応理解」、「四肢
の超音波検査」、「２．跛行評価とスコアリングお
よび四肢診断麻酔」、「整形外科手術の原理」など
が提示されている。本実習では、実習馬を用いて、
歩様検査、触診、レントゲン撮影、骨関節疾患の
読影などについて手技を学習した後、屠畜肢を用
いた診断麻酔、超音波検査、関節鏡手術、局所解
剖などを行った（写真７）。診断麻酔後に下肢部
の局所解剖を確認することで、骨および関節の構
造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘などの重要
構造組織について深い理解が得られた。特に、馬
の蹄内の構造については外部から見えないため、
初学者にとって蹄葉炎の蹄骨ローテションの理解
は難しいことが多い。学生に深指屈腱が第三指骨

写真５　眼科実習の様子
屠体眼（ブタ）を用いて角膜縫合、結膜フラップ、眼瞼下灌流法、
眼瞼縫合などの眼科基本手技を学習した。

写真６　呼吸器実習（内視鏡操作）の様子
トレーニングボックスを用いて内視鏡操作方法の基本手技に
ついて学習した。
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に終止することを縦断面でみせることは、発生機
序を理解するうえで効果的であった。

骨折などの救急対応は、その後の整形外科手術
の成功もしくは失敗につながるため、整形外科の
最低限の知識が必要となる。整形外科実習では大
動物外科における骨折の診断治療法について概説
した後、骨折整復の基礎となるAO法の原則に基
づいたLag法、ダイナミックコンプレッションプ
レート（DCP）、ロッキングコンプレッションプ
レート（LCP）について屠畜肢を用いて学習した。
本実習ではAOVETのPrincipalコースの内容を参考
にして第三中手骨縦骨折に対するLag法ならびに
ダブルDCP固定術、近位指節間関節におけるLCP
を用いた関節固定術について、Hands-on臨床ト
レーニングを実施した。

サラブレッド競走馬の運動器疾患の診断には、
通常単純Ｘ線や超音波が用いられるが、比較的慢
性疾患に罹患している乗馬では、精密検査である
CT 、MRI 、核シンチグラフィなどの画像情報が
必要なことがあり、その理解は重要といえる。本
プログラムでは上記精密検査の基本原理と適応に
ついて学習した。

６．消化器実習
馬の消化器疾患診断治療法関するVETCEE認証

馬臨床プログラムでは、「１．救急および集中治
療の管理」、「３．腹痛および下痢の診断および治
療」、「開腹手術：腹腔探査および腹腔鏡検査」、「２．
術後治療、術後合併症の知識と評価」など多岐に

わたり、馬の救急医療手技としてはもっとも多く
の項目を習得しておく必要がある。本実習では、
全身吸入麻酔下で腹部正中切開による開腹手術を
実施し、骨盤曲切開による結腸内容物の排出、腸
管縫合、閉腹、術後管理までを学習した（写真８）。
術後管理では持続点滴、消化管運動促進剤投与計
画、術後エンドトキセミアの予防、術後イレウス
予防法、食事管理方法などについて学習した。消
化器に関する救急医療および集中治療は、主に、
疝痛症状を示した馬に対して疼痛管理、経鼻胃カ
テーテルによる胃内圧の減圧、循環の改善を実施
しながら、早期診断を行って必要に応じて2次診
療施設へ搬入するまでの救急医療と、開腹手術後
の持続点滴などの術後管理までの集中治療が必要
とされている。VETCEE認証馬臨床プログラムで
は、緊急サポートとして「２．輸液療法の原理と
実践、保定、輸送、スタッフの安全に精通してい
ること」が項目として提示されており、馬の救急
医療の理解は重要といえる。

７．繁殖実習
馬の繁殖管理法に関するVETCEE認証馬臨床プ

ログラムでは、「４．直腸検査と超音波診断検査。
精液を用いた人工授精の知識」など６項目が提
示されている。本実習では、屠畜子宮卵巣を用い
た直腸検査ならびに超音波検査の手技を学習した
後、実習馬の直腸検査を学習した（写真９）。直
腸検査は生殖器疾患のみならず、下記消化器疾患
診断にも大変重要な手技であるため、学部教育の

写真７　運動器実習（触診）の様子
触診では四肢ならびに体幹の骨、筋肉、靱帯、腱、腱鞘、滑
液包などついて学習した。

写真８　消化器実習（開腹手術）の様子
全身吸入麻酔下で馬の開腹手術手技（開腹方法、腹腔探査、
結腸骨盤曲切開、閉腹方法）を学習した。
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中で牛に加えて馬についても基本手技を学んでお
く必要がある。あらかじめ屠畜子宮卵巣を用いて
解剖学的位置関係を理解することは、実習馬での
直腸検査において有効と思われた。また、VET-
CEE認証馬臨床プログラムにある「２．新生児の
評価と管理。成長期子馬の一般的な障害の健康維
持と知識」は、生育前の子馬と育成馬の疾病管理
において重要な知識であるので、今後本実習プロ
グラムでの導入を検討していきたい。

８．病理解剖
本実習では臓器別の実習で学習した各疾患の病

態の理解を深めるため、病理解剖を実施しており、
学生自らが各臓器の病理解剖を行った。病理解剖
では、各臓器を精査することにより、これまでの
臓器別の実習で学習した各疾患の病態の理解が深
まるため、高い教育効果が認められた。

９．症例検討会
症例検討会では、臨床症例課題について４名１

班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真10）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断、治療、
予防、予後診断などの考え方を学ぶとともに、各
グループ参加学生間のコミュニケーション形成に
つながった。VETCEE認証馬臨床プログラムでは、
臨床管理とコミュニケーションとして、「良い事
例管理とクライアントおよび／または同僚のコ
ミュニケーションの原則の理解」ならびに「２．

専門的診断治療を紹介する場合に発生するコミュ
ニケーション上の問題点」の細項目が提示されて
おり、実技実習に加え症例ディスカッションの中
でクライアントやコミュニケーションへの理解を
深めることができた。

10. ナチュラル・ホースマンシップ
ナチュラル・ホースマンシップ実習では、馬に

対して適切な診断治療を行う上で必要な「馬の性
質や行動の深い理解」を習得するために実施して
いる（写真11）。「ナチュラル・ホースマンシップ」
とは、「馬の習性や性質を熟知し、馬の個性や性
格を理解しながら、その馬にとって適切なスキン
シップをとるコミュニケーション」と説明されて
いる。馬の取り扱いに関する理解は、「１．跛行
診断のための取り扱い安全性および触診」や「８．

写真９　繁殖実習（直腸検査）の様子
実習馬（サラブレッド種）を枠馬内に保定して、妊娠鑑定に
必要な直腸検査ならびに超音波検査について学習した。

写真10　症例検討会の様子
馬の重要疾患の症例について４名１班で２日間ディスカッ
ションを行い、最後に発表を行った。

写真11　ナチュラル・ホースマンシップ実習の様子
ヒロユキモチダホースマンシップにおいて持田氏から馬との
コミュニケーションの取り方、リーディング、騎乗調教方法
について学習した。
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トレーニングおよびリハビリトレーニングの維持
管理の基本的な理解」を実践する上で基本項目と
なる。 

結語
本実習プログラムは獣医学教育モデル・コア・

カリキュラム講義科目４-22「馬臨床学モデル・
コア・カリキュラム」に記載されている到達目標
を効率良く学習するための実習プログラムであ
る。獣医学モデル・コア・カリキュラムはあくま
でコアの内容を記載しているので、各大学におい
て残りの１／３程度の内容を補完することが求め
られている。本実習では、「Veterinary Continu-
ous Education in Europe International non-profi t 
association」において卒後１年程度の臨床獣医師
に求められている臨床技術である「Competences 
for VETCEE accredited equine programs」をベー
スに構築されている。このプログラムに含まれる
内容は、いずれも馬臨床において極めて重要な知
識や技術である。実学上の重要度という観点から
学部教育レベルで基本を理解するためのカリキュ

ラム構築は重要であるといえる。本実習が、馬臨
床を理解する獣医師の養成になり、最終的に「馬
の福祉」へとつながれば幸いである。

本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された（写真12）。ご協力賜りました
関係各位に感謝申し上げる。

引用文献
1）　全国大学獣医学関係者代表者協議会（2012）:
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム,145-146, 
Interzoo.

2）　EUROPEAN ASSOCIATION OF ESTAB-
LISHMENTS FOR VETERINARY EDUCATION 
(EAEVE) (2016) : European System of Evalua-
tion of Veterinary Training (ESEVT), 20.

3）　The VETCEE Board (2015) : Competences for 
VETCEE accredited equine programs (Veteri-
nary Continuous Education in Europe Interna-
tional non-profi t association eds) 2-15. 

写真12　第９回臨床実習研修参加者12名
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平成29年６月26日から30日までスイス連邦
に出張し、ダボスで開催された再生医療およ
び組織工学国際学会（Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine International Society）に
参加し、再生医療研究に関する最新の情報を取
得するために聴講してきましたので、概要を報
告します。

学会開催日程
平成29年６月26日から30日

学会開催地および会場
今回の学会はスイス連邦東部のダボスで開催

された（地図１）。この付近は、スイス連邦の中
でも標高が高い地域であり、夏季は冷涼な気候
を楽しむ避暑地として、冬季は豊富な雪および
山を利用したスキーリゾート地として国内外の
多くの観光客が集まる土地である。また、ダボ
ス会議の通称で知られている世界経済フォーラ

海 外 報 告

再生医療および組織工学国際学会（Tissue 
Engineering and Regenerative Medicine 
International Society）に参加して

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周・田村周久

ムの年次大会が開催される場所として、国際的
に認知されている。

本学会の会場となったダボスコンファレンスセ
ンターは、ダボス市街の中心部に位置する近代的
な建物であり、ダボス会議の会場となっている（写
真１）。収容人数は3000人以上であり、これまで
にも多種多様な国際学会が開催されているとのこ
とであった（写真２）。

学会概要
Tissue Engineering and Regenerative Medicine 

International Society （termis：再生医療および組

地図１　ダボス（Davos）は、スイス連邦の東部
に位置する山間部の町。

写真２　メインホールでは、多数の重要な講演が
実施されていた。

写真１　学会会場は毎年ダボス会議が開催される。



（40） 馬の科学　Vol.55（1）2018

織工学国際学会）は、再生医療とその実現に必要
不可欠な組織工学を結びつけるために2005年に
創設された国際的な学術組織である。各地域に存
在していた同様の組織を統合することによって、
多くの研究者および関連企業が参加できるように
なっており、現在ではアジア太平洋地域、ヨーロッ
パ地域、アメリカ地域の３つの組織が柱となり、
国際的な連携が可能となっている。地域毎に年１
回の学術集会が開催され、再生医療や組織工学に
携わる多種多様な研究者や関連企業が情報交換で
きるようになっている。また、３年毎に世界総会
が開催されており、各地域の学術集会が統合され
て実施されている。次の世界総会は、来年（2018
年）であり、京都で開催される予定である。

今回、ダボスで開催された学会はヨーロッパ地
域の学術集会であるが、ヨーロッパのみならず、
アメリカ地域や日本を含めたアジア地域からも再
生医療に携わる高名な先生方が多く出席され、貴
重な講演を聴講することが可能であった。

全体の出席者数から考えると獣医師としての参

加者は少数であるが、ウマの再生医療に関する研
究者を中心とした獣医再生医療分科会が存在して
おり、本学会においても獣医師によるセッション
が組み込まれていた。来年の世界総会においても
獣医師のセッションが予定されているため、その
開催準備のためにヨーロッパ各国の獣医師と打合
せをすることも重要であった（写真３、４）。

○Generating an M2 pro-regenerative macrophage 
phenotype using nanoHA particles for bone tissue 
engineering 
Olwyn Mahon（Trinity Biomedical Sciences Insti-
tute） 

移植可能な医療機器に使用される材料の機能的
な成功は、宿主の組織応答に大きく依存する。マ
クロファージのような免疫系細胞は、生体材料の
移植後に最初に免疫応答に関与するものであり、
免疫系細胞の反応こそがインプラントの成功また
は失敗の重要な決定要因となる。マクロファージ
は単核細胞のヘテロジーニアスな集団であり、前
炎症性に働くM1および抗炎症性に働くM2マクロ
ファージのフェノタイプに大別することができる。
M1マクロファージは慢性炎症や瘢痕組織形成を
促進する強力な前炎症性サイトカインを分泌す
る。一方、M2マクロファージは抗炎症作用およ
び治癒促進作用を有するサイトカインを分泌し、
in vivoにおける組織リモデリングに関連している。 

骨の再生に用いられるマテリアルとなるヒドロ
キシアパタイト（HA）粒子の骨誘導活性を調べ
る多くの研究が行われているが、これらの微粒子
によって誘導されたマクロファージのフェノタイ
プを決定する研究はほとんど行われていない。そ
こで演者等は、異なるサイズのHA粒子によって
誘導されるマクロファージのフェノタイプについ
て検討した。

培養ヒトマクロファージを市販のHA粒子（直
径１～２μm）、またはナノサイズのHA（直径
100nm）で24時間暴露した後、培養上清中の炎
症マーカー（IL-1α/β、TNFα）および抗炎症マー
カー（IL-10）のサイトカイン濃度をELISAによっ
て定量した。 M1マクロファージのマーカーとな
るCCL19 、CXCL11およびM2マクロファージの

写真４
来年、本学会は日本で開催される。その獣医再生医療分科会
の開催準備のためにヨーロッパ地域の代表者と打合せをする
笠嶋室長（笠嶋室長は獣医再生医療分科会アジア太平洋地域
の代表者である）。

写真３　オーストリアの獣医師と討議する笠嶋室
長（左）と田村職員（左から二人目）
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マーカーとなるCCL13 、MRC1等の遺伝子発現に
ついてリアルタイムPCRで解析した。また、フロー
サイトメトリーを使用して、M1マクロファージの
表面抗原マーカーとなるCD86 、M2マクロファー
ジの表面抗原マーカーとなるCD163およびCD206

（MRC1マンノース受容体）について解析した。
結果、１～２μm大きなHA粒子は、初代ヒト

マクロファージにおいて高度に炎症促進性であ
り、M1マクロファージマーカーであるCD86 、
CXCL11およびCCL19の発現を促進させ、上清中
のIL-1α/βおよびTNFαサイトカインの産生を
誘導した。対照的にナノHA（100nm）粒子は、
マクロファージに抗炎症性サイトカインIL-10の
産生を誘導し、M2マクロファージマーカーとな
るCCL13、CD206およびCD163の発現を促進した。

本研究から、大きなサイズのHA粒子は炎症性
メディエーターの強力な推進因子となったが、
小さいサイズのナノHA粒子ではM2マーカー IL-
10 、CCL13 、CD206およびCD163の発現の増加
によって証明されるように、前駆再生性M2マク
ロファージを誘導することが、明らかとなった。
「HAのサイズの違い」で誘導されるマクロ

ファージの表現型に変化が起きることは極めて興
味深く、このことから小さいサイズのHAを用い
た方が骨再生に有利なことが示唆された。しかし、
そのメカニズムはまだ分かっておらず、さらにin 
vivoでの研究が望まれるところである。

ウマにおいても多くの外科手術で様々なインプ
ラントを用いる時代になるであろう。競走馬臨床
では本研究にあるような骨再生のためのHAや生
体親和性の高い螺子やプレートの開発も始まって
いるようである。現時点で行われている幹細胞の
移植に加えて、各種インプラントも用いた外科手
術の成否もマクロファージによる免疫系の反応が
大きな影響を及ぼすことは間違いない。そのため
にも、ウマのマクロファージに関する研究を始め
るべきだと思われた。

○Exploring the potential of endometrial MSCs 
for veterinary regenerative medicine 
Elisabeth Rink （Ross University School of Veteri-
nary Medicine）

Mesenchymal Stem / Stromal Cells（MSCs）は、
ウマでは15年以上臨床治療に使用されており、
ほとんどのMSC療法が依然として臨床試験段階に
あるヒトの優れた前臨床モデルを提供していると
いえる。ウマのMSCは一般的に骨髄または脂肪組
織から回収されるが、これらの細胞源となる組織
を採取するためには外科的処置が必要性とされる
ため、より侵襲性の低いウマのMSC源の探索がな
されている。

その背景のなか、演者等は子宮内膜を細胞源と
することを提案していた。実際、MSCの基準を満
たす子宮内膜細胞は、ヒト、齧歯類、ブタおよび
ヒツジ等から分離され、その細胞の特性解析が進
んでいる。子宮内膜にあるMSCは容易に分離・増
殖することができ、その再生能力は生殖器系およ
び他の部位においても既に実証されている。本研
究ではウマ子宮内膜由来MSCの臨床応用の可能性
を検討するために、それらの細胞特性を解析し、
報告していた。

ウマ子宮内膜由来MSCで注目すべきことは、軟
骨および平滑筋に分化する能力を備えていること
に加え、他の起源のMSCと比較して、細胞表面マー
カーでは一般的なMSCマーカーに加え、CD227が
発現しており、このCD227の有無で間質性由来か
上皮由来なのがかが判断できると報告していた。
個人的に最も興味深かったのは、培養中のウマ子
宮内膜由来MSCに LPSを16時間暴露させた後の
培養上清を解析すると、IL-6 、IL-8 、MCP1 、
CCL5等の一般的な炎症反応性の走化性因子の発
現に加えて、特に、抗菌的に働くLipocalinの発現
を上昇させたことであった。演者等もLipocalin
に着目し、ウマ骨髄由来MSCとウマ子宮内膜由来
MSCの培養上清に大腸菌を加えて16時間培養後
の大腸菌数を比較したところ、ウマ子宮内膜由来
MSCの培養上清では有意に大腸菌の増殖が抑制さ
れていることを確認したと報告していた。

演者等は子宮内膜由来MSCの自家移植による子
宮の清浄化（抗菌作用）と長期的な目標として繁
殖牝馬の子宮の再生医療の可能性を検討している
そうである。 （笠嶋快周）

○Modern operative cartilage treatment of the 
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knee 
Peter Anqele（Department of Trauma Surgery）

過去10年間において、外傷性軟骨欠損の治療
のために再生医療が日常的に利用されるように
なった。治療するにあたって、軟骨欠損の傷害メ
カニズムを理解することこそが最も重要である。
良好な治療成績を得るためには、軟骨病変そのも
のと根本的な合併症のそれぞれに対して治療を実
施する必要がある。

 2.5㎠未満の小さな軟骨欠損は、微細骨折に対
する治療が有効である。若年患者の大規模な軟骨
病変の場合では、特に自己由来の軟骨細胞移植が
関節の状態を回復させると考えられた。骨軟骨欠
損は、骨軟骨移植または骨移植と自己由来の軟骨
細胞移植を組み合わせることによって有効な治療
法となる。

近年、整形外科分野において、初期の変形性関
節症に対する治療法について多くの研究が実施さ
れている。特に、再生治療を実施することは、早
期の変形性関節症の状態にある患者を救う可能性
が高いと考えられている。（以上、要旨和訳）

競走馬における腕節構成骨の剥離骨折では、軟
骨損傷が問題となる。剥離骨片は関節鏡を用いて
除去することが可能であるが、損傷した軟骨が回復
することはないため、競走復帰後も腕節炎の症状
を呈し、休養を余儀なくされる競走馬もいる。本発
表は、自己由来の幹細胞を用いた再生医療が、軟
骨損傷の治療に有効であったことを報告したもので
ある。興味深い点は、軟骨病変部の範囲によって、
治療有効性に差があったことである。使用している
幹細胞の種類や病態、種差を考慮する必要がある
が、我々が実施してきたウマ浅屈腱炎に対する幹
細胞治療においても、重症度が高い症例ほど幹細
胞による治療効果が高い傾向にあることが分かって
いる。重症度が高い症例においては、外因的な幹
細胞であっても修復に有利に作用するのかもしれな
い。また、幹細胞治療が軟骨そのものの修復に効
果的であったことから、今後の競走馬診療において
有用な治療法になり得る可能性が考えられた。

○Umbilical cord blood derived MSCs and 
hydrogel composite for articular cartilage 

restoration 
Chui-Won Ha（Stem Cell & Regenerative Medicine 
Institute） 

関節軟骨欠損の修復は依然として困難である。
ヒト臍帯血から分離した間葉系幹細胞（MSC）と
ヒアルロン酸ハイドロゲルの複合体を用いて、ヒ
ト膝関節の関節軟骨欠損を修復する新規方法を開
発した。膝関節の関節軟骨欠損修復のために、そ
の複合体の安全性と有効性を様々な動物モデルで
評価した。その後、フェーズⅠとⅡの臨床試験を
実施した。

フェーズⅠとⅡの臨床試験では、ICRS （Inter-
national Cartilage Research Society；国際軟骨研
究学会） で規定されたグレード4に相当する病変
が含まれていた。0.5×107cells / mlの濃度のMSC
を欠損部１㎠あたり0.5mlになるように移植した。
安全性の評価項目として、身体検査（腫脹、圧痛、
可動範囲および痛み）、心拍数や血圧、血液検査
およびWHOの一般的な基準によって評価すべき
有害事象を評価した。また、MSCの複合体を移植
したことによる有効性の評価項目として、ICRSで
規定された軟骨修復評価、疼痛評価および組織学
的評価を用いた。インフォームドコンセントが得
られた２症例（７症例中）では、２回目の検査お
よび生検が実施された。

その結果として、WHOの一般的な基準による
評価では、グレード３以上の重大な有害事象はな
かった。全体の67％において症状の改善が観察
された。生検で得られた組織をHE染色、サフラ
ニンO染色およびコラーゲンⅡの免疫染色によっ
て評価した結果、再生組織のような硝子様の組織
であった。

本研究の結果から、ヒト膝関節の関節軟骨欠損
の再生治療において、ヒト臍帯由来MSCとヒアル
ロン酸ハイドロゲルの複合体には安全性があると
考えられた。また、有効性に関しても妥当である
と評価された。この早期臨床試験において有望な
結果が示されたことから、関節軟骨修復に対する
本法の利用をさらに研究することが重要であると
考えられた。

現在のところ、７年以上にわたる長期追跡調査
の結果、改善された臨床症状が悪化することなく、
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回復した軟骨組織がそのまま維持されていること
が明らかになっている。（以上、要旨和訳）

先ほどの報告と関連するが、ヒト医療において
は膝関節の軟骨が異常に減少すること（変形性関
節症）によって、日常的な生活への影響が大きく
生じることが問題となっているため、数多くの軟
骨再生に関する研究が実施されている。

本研究はハイドロゲルと呼ばれる生体内で吸収
される特別な器材を幹細胞と混合して使用したこ
とを報告した。結果として、安全性およびその有
効性がそれぞれ一定の基準を満たしたことが示さ
れている。器材として用いられているハイドロゲ
ルでは、その表面や内部に幹細胞が定着し、増殖
することも可能である。そのため、幹細胞単独を
生体内に投与するよりも、複合して投与する方が
生体内に留まりやすく、幹細胞の治療効果を得ら
れやすいと考えられている。そうした器材は、生
体内において幹細胞が定着する“足場”として利用
されることから、スキャフォールド（scaff old；“足
場”を意味する英単語）と呼ばれている。

本研究において強調されている点は、関節軟骨
の幹細胞治療においてそうしたスキャフォールド
の利用が有効であったことを、ヒト医療において
示したことである。このような報告が今後も続き、
軟骨の再生治療関する要点が研究されることにな
れば、競走馬に対する再生医療につながるヒント
が得られると考えられる。

○Collagen scaffolds with stem cells for spinal 
cord injury repair: from animal models to 
clinical study 
Jianwu Dai （Center for Regenerative medicine）

脊髄損傷（SCI）は、脊髄の運動機能、感覚機能
または自律機能に変化をもたらす致命的な疾患であ
る。 SCI発症後、傷害部位への神経再生を阻害する
環境が生じる。神経再生微小環境を構築するため
に、コラーゲンスキャフォールド（品名：NeuroRe-
gen）と生物学的な活性化分子および幹細胞（MSC）
を用いて構成される機能的生体材料を開発した。
具体的には、（１）神経線維に沿った直線的な組織
になるように、NeuroRegenを用いたコラーゲン組
織を開発するとともに、再生神経線維のグリア瘢痕

形成を減少させた。（２）スキャフォールド内にお
いて神経栄養因子とコラーゲンを両方とも組み込
むことによって、神経細胞の生存および神経線維の
再生を促進した。（３）損傷部位において、神経幹
細胞が直接的に神経細胞に分化できるようにするた
め、スキャフォールド内にミエリン結合阻害剤を添
加した（４）SCI発症後における急性炎症を抑制す
るために、MSCをスキャフォールド内に加えた。

これらの方法によって、SCIを発症した動物に
おいて、神経の再生およびその機能が回復するこ
とが認められた。MSCとNeuroRegenを組み合わ
せたこの治療方法は、今後、SCIの臨床研究が実
施される予定である。（以上、要旨和訳）

本研究では脊髄損傷に対する幹細胞治療を検討
している。脊髄損傷は交通事故等によって発生す
ることが多く、若者の半身不随の原因になり得る。
神経細胞そのものは、完全に再生することなく、
瘢痕組織（グリア組織）による組織置換が生じる
ため、既存の治療法では十分な効果が得られない。
そのため、幹細胞等を用いた再生医療に注目が集
まっている。

本研究において重要な点は、神経細胞の修復のた
めに、幹細胞だけを用いるのではなく、スキャフォー
ルドを用いている点、さらに そのスキャフォールド
内に特別な効果を有する薬剤を添加した点である。
幹細胞の効果がスキャフォールドによって向上する
ことは先ほどの報告と同様であるが、さらに薬剤を
添加することによって、幹細胞を投与する部位の炎
症緩和や治癒増強が期待できる。再生医療では用い
る幹細胞等の細胞種も重要であるが、それと同程度
に「場」と呼ばれる投与する部位の状態も重要であ
る。炎症が強い状態等、投与した幹細胞が本来の効
果を十分に発揮できない場合は、「場」の状態を改
善する必要がある。本研究では複数の効果を組み合
わせることによって、治療効果の向上を期待している。

ウマ浅屈腱炎においても発症直後から２週間程
度続く急性炎症期においては、強い炎症が患部に
生じていることが分かっている。幹細胞だけによ
る治療効果には限界があると考えられるため、治
療効果を向上させるためには、スキャフォールド
の利用および「場」の改善を目標とした研究にも
取り組む必要があると考えられる。　（田村周久）
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はじめに
米国では、馬の歯科医療に対するニーズは非常

に高く、高度な知識および技術を必要とするため、
歯科治療を専門に行うデンティストが職業として
成立しており、デンティストを養成する学校も存
在する。獣医師の中にも高度かつ最新の歯科医療
の習得を目指す者が認められ、彼らはデンティス
ト養成学校に学ぶ。デンティスト養成学校では
来所する馬に対する切歯や臼歯の咬合異常の鑢削

（ろさく）、感染や歯折により治療が必要な永久歯
の抜歯、歯周病の予防など複雑かつ多岐にわたる
歯牙疾患の治療を行っており、これらの検査・治
療の過程を教育の場として提供している。

今回の研修では、デンティストが行う歯科治療
の基本理論および技術を習得し、臨床現場に還元
することを目的として、アメリカ合衆国アイダホ
州に滞在し、The Academy of Equine Dentistryに
おいて技術の習得、情報収集を行った。以下にそ
の概要を報告する。

The Academy of Equine Dentistry
The Academy of Equine Dentistryはアイダホ州

グレンズフェリー（Glenns Ferry）にあり、１年
に３回（２月、７月、11月）研修を開催してい
る。グレンズフェリーは約５㎢の小さな町で、最
寄りのボイシ空港から約100㎞（車で1時間）の
距離にある。Academyは特定の個人が経営してい
るのではなく、歯科専門医やデンティストたちが
集まって成り立っており、「歯科学を発展させる
研究の促進」、「現在・未来の歯科、歯科技師に対
する教育」を目標に活動を続けている。研修コー
スは５つのレベルで構成される歯科コース（D100

海 外 報 告

米国における歯科治療技術の習得

美浦トレーニング・センター　競走馬診療所　大塚健史

～D500 level course）と解剖学コース（Anatomy 
course：初めての受講者は必須）の計６つが設け
られている。私はD100レベルコースおよび解剖
学コースを受講した。施設は講義室、ストールが
それぞれ９個、７個ある実習所からなる。実習所
には倒馬・覚醒室を備え、全身麻酔下での治療も
できる。器具はマニュアル、パワーツールとも豊
富にあり、実習中は自由に使用できた。アメリカ、
オランダからの参加者が多数を占め、イギリス、
ベルギー、スイスからの参加者が続いた。ヨーロッ
パからの参加者が多いことは、本研修の知名度の
高さを示唆していると思われた。アジアからの参
加者は私のみで、Academy史上初とのことだった。
以下に受講内容を記載する。

○解剖学コース
３日間を通して、午前中に講義し、午後から頭

部を解剖しながら講義の内容を確認するスタイル
であった。眼や副鼻腔などの解剖学的な講義から

The Academy of Equine Dentistryの事務所 
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神経学や循環生理学まで講義の内容は多岐にわ
たったが、本報告書では、歯科治療にとって重要
と考えられる理論や解剖学的構造などについて記
載する。

ウマは歯冠が長い長冠歯を持つ。年間２～４
㎜萌出するが、これは歯に機械的負荷がかかる
ことで、線維芽細胞が刺激され歯周靭帯（PDL, 
periodontal ligament）のコラーゲンを分解する
酵素を放出することにより起こる。歯と骨は線維
性関節によりつながっており、線維性関節はわず
かに動くので、歯もわずかに可動域を有する。関
節を形成する線維組織はPDLであり、この靭帯が
歯を支え咀嚼に大きな力を発揮する構造を形成す
る。歯は通常セメント質、エナメル質、象牙質、
第２象牙質、歯髄から構成され、前者４つの硬さ
の差によって、咬合面の凹凸が作られる。

☆Triaden System
歯のナンバリングシステム。上下左右で分割

して、右上顎100番台、左上顎200番台、左下顎
300番台、右下顎400番台を使用。吻側より１～
11番を振り分ける。切歯１～３番、犬歯４番、
狼歯５番、前臼歯６～８番、後臼歯９～ 11番。
乳歯にはそれぞれ500 ～ 800番台を使用。

例）右上顎第３切歯⇒103 、左下顎第3後臼歯
→311 、右下顎第２切歯（乳歯）⇒802

世界的に一般的な表記となっており、学会で
も広く用いられている。

☆切歯
２歳半、３歳半、４歳半で生え変わり、歯髄腔

は１つ。切歯は年齢の類推に有用である。

☆犬歯
上下が咬合しない歯で表面はセメント質で覆わ

れる。牝馬では小さいか存在しない。若い成馬で
は、表面から５㎜まで歯髄腔が伸びていることが
あるため犬歯を削ると歯髄露出のリスクがある。

☆臼歯
前臼歯は乳歯があり、２歳半、３歳、３歳半で

生え変わる。後臼歯は永久歯のみ。臼歯は上下顎
で構造が異なる。上顎はinfundibular（cup）が咬
合面に２つあるため、虫歯になりやすい。歯根は
３つ存在する。下顎はinfundibular（cup）が咬合
面に見えない。歯根は２つ存在する。

臼歯には５～７つの歯髄腔があり、そこへ歯髄
が分かれて入る。咬合面から歯髄腔の位置が確認

グレンズフェリーの町切歯の構造

上顎臼歯の構造
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でき（pulp chamber）、それぞれナンバリングさ
れている（上図）。Pulp chamberに穴が開き、歯
髄と交通することが歯髄露出であり、疼痛や感染
を招く。パワーツール使用時の熱損傷が主な要因
である。

☆孔
上顎孔、眼窩下孔、眼窩上孔、下顎孔、オトガ

イ孔からは神経が入出しており、各所で神経ブ
ロックが利用できる。
・上顎孔の神経ブロック（上顎神経の近位）：上

顎臼歯より前方が麻酔される。22Gスパイナル
針（長さ90㎜）を用い、20mlの麻酔薬を注入。
注射部位は、外眼角へ向けて正中線に対する垂
線を引き、その垂線上で顔陵から指１本分下。
指１本分ほど吻側には血管があるので注意す
る。出血すると眼の上の脂肪組織が膨らんでわ
かる。頭を下げると下顎骨が前方へ動き、スペー
スが狭くなるので、頭は下げない。

・下顎孔の神経ブロック（下歯槽神経、下顎神経
の分枝）：下顎臼歯より前方が麻酔される。注
射部位は下顎枝の後端からの垂線と腹端からの
水平線の交点。上顎臼歯の咬合面の延長線と、
それに対して外眼角へ向けて引いた垂線の交点
へ向けて針を進める。22Gスパイナル針を用い、
20mlの麻酔薬を注入。下顎骨の内側に沿うよ
うに針を進めるのがポイント。
major palatine foreman（大口蓋孔、写真の８番）

からは動脈が出ており、口腔内の処置時に傷つけ
ると多量に出血するため、注意が必要である。

Major palatine foreman（大口蓋孔）

☆副鼻腔
歯との関連で最も重要となるのは前頭洞、前上

顎洞、後上顎洞である。年齢にもよるが、８～
11番までは歯根尖が上顎洞に入り込む。上顎の
PDLの血管は副鼻腔の血管と接続しており、歯根
感染⇒副鼻腔感染の要因と考えられる。また、こ
の血管の走行により副鼻腔感染⇒歯根感染が成立
する可能性も示唆している。

下顎臼歯の構造 上顎孔の神経ブロック

歯髄のナンバリング

上顎

下顎
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副鼻腔の洗浄：簡単な洗浄なら、14G針をハン
マーで叩いて刺し、ベニューラに差し替えて実施。
穿刺部位は内眼角と顔の正中を結んだ線を４：６
に割る点。円鋸も同じ場所から行い、円形のドリ
ルを用いて開ける。ドリルを使えば確実に時間短
縮が可能である。

☆舌骨装置
歯科治療を行う際に舌は邪魔となることが多い

が、舌は舌骨装置により支持されているため、引っ
張った際に側頭舌骨関節を痛めることがある。処
置中は強く引っ張るのではなく、縦横に回転させ
るように扱う。舌を縦にすることで口が大きく開
く。側頭舌骨関節症（顔面神経麻痺などの症状）
を起こした馬では茎状舌骨が肥厚するため、診断
には内視鏡による喉嚢の観察またはレントゲンの
DV撮影が有用である。

☆顎関節（TMJ）
TMJは上下の顎をつなぐ唯一の関節で、２つの

関節包と半月板を持つ。半月板を持つ関節は他に
膝関節しかなく特徴的な関節である。TMJの機能
を正常に保つことは咀嚼運動にとって重要であ
る。TMJの触診痛は咀嚼時に過剰なプレッシャー
がかかっていることの示唆となる。

○歯科コース（D100 level）
歯科コースは５つのレベルに分かれている。最

初の３日間で全体講義とレベル毎の講義、残りの
７日間が実習と症例報告だった。講義の一部では
解剖学コースと重複していたが、これはD200以
上の生徒の多くが、解剖学コースを履修していな
いため、復習も兼ねていると考えられた。実習で

は、午前・午後に周辺在住のオーナーが連れてく
る馬１～２頭に歯科治療を行い、翌日は症例報告
という形を繰り返した。実習は初級者（D100 ～
D200）の生徒２人と上級者（D500）の生徒の計
３人をペアにし、初級者は上級者から教えてもら
いながら、検査・治療の技術習得を目指す。また、
中級者（D300 ～ 400）は１人で治療を行い、必
要に応じてインストラクターからアドバイスを受
けることで経験を積む。全ての馬は最後にインス
トラクターがチェックすることで、実習形式では
あるもののオーナーの要望にも応え得る歯科治療
を提供することができていた。

以下より歯科治療において考慮すべき理論や注
意点、実際の検査・治療について記述する。

☆咀嚼の生体力学と食渣の動き
臼歯には３つのカーブがあり、それぞれcurve 

of spee 、arcade 、curve of Wilsonと呼ばれる。
・Curve of spee：側方から見た臼歯列の並び。緩

やかに傾斜しており、臼歯が互いに押し合うこ
とで隙間なくこの形を維持している。Hookや
rumpなどの咬合異常で一部の歯に過剰な力が
加わり、カーブが崩れると相互のプレッシャー
が弱まり、臼歯に隙間（Diastemata）ができや
すくなる。

・Arcade：上顎を下から下顎を上から見たライン。
下顎は狭く真っすぐで上顎は広くわずかに弧を
描く。後臼歯の斜歯の鑢削では、このカーブを
意識しないと十分に擦ることができない。

・curve of Wilson：正面から見て臼歯-硬口蓋-臼
歯の描くカーブ、このカーブの大きさによって、
歯槽間縁にできるスペースが変わる。

TMJは２つの関節包と半月板を持っており、前
後左右に動くことが可能である。理想的な咀嚼
のためには下顎を円滑に動かせるようにする必
要がある。下顎の前後の動きをcaudal/rostal（C/
R） movementと呼ぶ。下顎は頭を上げると後ろ
に、頭を下げると前に動く。臼歯列の隙間は下顎
を下げた時により開く。下顎の横方向の動きを
Lateral Excursionと呼ぶ。下顎が横に動き、上下
の臼歯がコンタクトを始めると上下の切歯は離れ

副鼻腔洗浄の位置とドリル
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ていく。上下の臼歯がコンタクトしてから、離れ
るまでの割合を% of occlusionと呼び、通常60 ～
90%である。横方向への動きでは下顎の移動する
側と反対側のTMJがより大きく動く。咀嚼時には
下顎は腹側（口を開く）⇒外側⇒背側（口を閉じ
る）⇒内側の順に動き右に動かすと右の臼歯列が
左に動かすと左の臼歯列が咬合する。片方しか咬
合しない点が特徴である。食物は切歯で切り取ら
れ、臼歯列の前方で唾液と混ざり、後方に進むに
つれ小さくすりつぶされる。食渣は片側のArcade
しか進まず、舌と硬口蓋の皺は後方への食渣の移
動を助ける。咬合異常があるとC/R movement 、
Lateral excursionが阻害されるため十分な咀嚼が
できず、食物が滞留する。

切歯の咬合面の角度は、通常は7 ～ 12°でTMJ
に向かう。角度が急であれば、頭を下げた時に上
下臼歯の隙間がより開き、平坦であれば開かない。
角度の修正により臼歯の咬合面を増やし、lateral 
excursionを改善できる。臼歯の咬合面の角度は
概ね20°である。Lateral excursionの際に、切歯
が大きく開くときは臼歯の角度が急であり、開か
ないときは平坦であると考えられる。

☆パフォーマンス強化と咬合面の最大化
歯（歯列）を力学的平衡にし、最大限の咬合面

を作成することが歯科治療の目的であり、そのた
めにC/R movement 、lateral excursionの改善、
咬合面の増加や特定の歯にかかる過剰なプレッ
シャーの軽減が必要である。その他にパフォーマ
ンスを強化する処置としてビットシート作成があ
る。ビットシートにより頬の不快感と舌へのプ
レッシャーを減らすことができる。ビットシート
がなければ、ハミに押されて頬が06番のヘリに
当たり傷つく。06番は歯髄腔（右図の６）が吻
側にあるため、過剰に鑢削したビットシートは歯

髄露出につながる。また、
咬合面が減少することも過
度なビットシートの作成時
に起こる問題である。ウマ
の用途により異なる形状の
ビットシートを作成する必
要はない。

☆狼歯と乳歯の抜歯
狼歯： 歯肉上に露出してい

ないブラインドと呼ばれる状態が最もハミ
に影響する。周囲の歯肉に局所麻酔を実施。
エレベーターで周囲の歯肉を剥離し、鉗子
で抜く。エレベーターはハンマーで軽く叩
きながら深くまで進める。ブラインドの場
合も位置を確認してから、同様に実施。

Cap： エレベーターで歯肉を剥離して、鉗子で抜
く。抜くタイミングは①ルーズになる②食
渣が詰る③触ると痛がるの３つ。永久歯の
萌出によるbump（Eruption cyst）ができる
ことがあり（上顎は鼻道内で盛り上がるよ
うにできる）、bumpは永久歯が上下に伸長
しているため起こるもので、bumpを認め
たら1 ～ 2ケ月で概ね06番のcapを抜く時
期になる。タイトな状態でcapを無理して
抜くと破片が残るリスクや、永久歯の萌出
が追いつかず、歯髄露出や萌出不良のリス
クがあるため、対側のcapがなかったとし
ても焦って抜く必要はない。

☆検査・治療の手順
Academyでは鑢削は全てパワーツールで行って

頭の拳上時 頭の下垂時

06番の歯髄腔の位置

Blind wolf teeth
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いたため、パワーツールでの処置にのみ言及する。
まず、頭蓋骨や咀嚼筋の対称性を確認し、TMJ

の触診痛を確認する。頭蓋骨が非対称であれば副
鼻腔炎による骨の変形など、咀嚼筋が非対称であ
れば咬合異常による筋肉の異常な発達や萎縮など
が疑われる。TMJの触診痛は、咬合異常やそれに
伴うC/R movement 、lateral excursionの制限な
どにより、TMJに過剰なプレッシャーがかかって
いることを示唆している。そのほか鼻漏や眼脂な
どの症状を確認する。

外貌の確認やTMJの触診が終わったら鎮静し、
無口を歯科用ホルターに変え、歯の検査を行う。
鎮静剤はキシラジンとデトミジンを基本とし、牝
馬や騸馬であればアセプロマジンを、鑢削時に反
応する馬に対してはブトルファノールを適宜使用
していた。最初に切歯を検査し、咬合面角度が
TMJに向かっているかを確認する。自らの目線、
切歯、TMJを一直線にすると見やすい。その後、
咬合異常がないかを確認する。切歯の検査が終
わったら、臼歯列の咬合の状態を確認する。手や
Cheek retractorにより頬を開いて11番まで見える
ようにし、下顎を横にずらしてlateral excursion
を行い、% of occlusionの測定や上下の臼歯がど
のようにコンタクトしているかを確認する。ここ
まで検査した後、切歯の処置に移る。切歯の咬合
面角度の調整を含む鑢削は臼歯の咬合状態に影響
し、臼歯の後に切歯を処置すると、臼歯が全く咬
合しなくなるリスクがあるため必ず先に切歯の処
置をする。切歯の処置はタオルで拭いて、水分を
取り除いて行い、小型のディスクにより鑢削する。
辺縁のトリミングは小型のバーを用いる。常に指

で支点をとりながら
動かすことで、安定
した鑢削ができる。
治療には歯槽間縁が
狭くなる、TMJの回
転、lampas（切歯後
方の歯肉）の露出、
歯髄露出などのリス
クがある。そのため、
巨大なlampas 、分厚
い舌、狭い歯槽間縁、

大きなハミの使用や第２象牙質の深さ不足などに
より十分に鑢削できないこともある。

臼歯の詳細な検査、処置では開口器を装着する
が、装着前に口腔内を洗浄して食渣を除去する。
開口器装着後は、咬合異常を確認し、併せて第2
象牙質の深さやclinical crown（歯肉より露出して
いる歯冠）の高さなどをチェックし、どこまで擦っ
て良いのかを確認する。鎮静が効いている間に馬
が嫌う部位の処置を優先するため、鑢削の順序は
咬合面（11番→６番）⇒斜歯⇒ビットシートが
推奨される。臼歯の鑢削は熱による歯髄の損傷を
防ぐために濡らして行う。

咬合面はディスク
等を用いて鑢削す
る。適正と考えられ
る咬合面の角度を保
持しながら歯にディ
スクを当てなけれ
ば、直ぐに咬合面の
角度が変化するため角度の保持には意識を集中す
る。咬合異常の処置だけでなく、開口器装着前に
lateral excursionで上下臼歯のコンタクトを確認
した際に過剰なプレッシャーを受けていた部位を
鑢削する。咬合面をすべてスムーズにすると穀物
や草をすり潰せなくなるため、過長な歯を鑢削し
て滑らかにした場合には対側の歯を粗くしておく
ことが肝要である。次に斜歯はディスクとバーを
用いて鑢削する。特に側面を丁寧に鑢削。斜歯の
鑢削では、辺縁を丸くすることを意識しすぎる
と、ドーミングと呼ばれる咬合面も丸みを帯びた
状態にしてしまうことがある。ドーミングは咬合
面が著しく減少してしまうため咀嚼不良になり、
歯の強度が低下することで歯折しやすくなる。
ビットシートはバーを用いて作成する。先述した
ように、削りすぎて歯髄露出しないように注意す
る。以降は開口器をはずして切歯の咬合、Lateral 
excursionによる上下臼歯のコンタクトを再度確
認し、必要に応じて微調整を行う。以上で一般的
な処置は終了。

Capや狼歯の抜歯あるいは感染した永久歯の抜
歯などは基本的に最後に行うが、切歯のcapを抜
歯する場合は、開口器装着によるプレッシャーで歯科用ホルター

臼歯用のディスクとバー
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損傷する可能性が
あるため先に実施
する。検査や治療
の内容については
下の歯科カルテに
記入し、オーナー
にも配布する。

Academyの歯科
カルテは咬合面の
状況を記載するこ

とに重点が置かれている。

歯科カルテ
❶治療前後のlateral excursion 、C/R movement 、切歯や臼歯
の咬合面角度の異常の有無や% of occlusionの値を記載し、歯
列は図示する。
❷治療に関する詳細なコメントや次回の治療予定を記載。実
施した治療内容にチェック。

❶

❷

☆症例紹介
○ミニチュアホース：15-16歳（推定）、牝
・歯科治療暦は不明
・オーナーは臨床症状を認めていない。
・TMJ pain：軽度
・40% of occlusion
・ 咬合異常：wave 、ramp（306,406）、hook

（111,211）、incisor hook（103,203）

治療前： waveとramp。Rampにより対側の
106 ，206は低い。

同馬は年齢を証明できるものがないため、歯か
ら推定した。個体管理が確実に行われている競走
馬ではありえないことだが、アメリカのように馬
がペットとして飼われている環境では年齢不詳の
馬はたくさんおり、歯を用いた年齢の推定は重要
な手段である。検査結果から、Rampとhookの解
消とwaveをfunctional waveにすることを目標に
処置を行った。Waveの治療では理想の歯列ライ
ンに対して過長となっている部分をすべて鑢削
すると、臼歯のコンタクトが損なわれ、咀嚼不良
となってしまう。Functional waveとは機能的に
問題のない状態のwaveのことであり、臼歯のコ
ンタクトを維持しながらC/R movement 、lateral 
excursionを改善することで得られる。そのため
には、高度な鑢削技術はもちろんのこと、lateral 
excursionで臼歯のコンタクトを頻繁に確認する
必要がある。治療によりC/R movement 、lateral 
excursionは 改 善 し、% of occlusionは40%か ら
70%へと良化した。

ドーミング
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治療後：Functional waveとなり、Rampは解消。

○アラブ：23歳、牝
・２年前にacademyでの治療暦あり。
・さく癖
・オーナーは臨床症状を認めていない
・TMJ pain：中等度
・100% of occlusion
・ 切歯：Diagonal bite（傾いた切歯の咬合）、

cribbing（さく癖による異常磨耗）
・ 臼歯：過長歯（206,309,409）、infundibular 

caries（虫歯）（109,209）

同馬は２年前に治療暦があり、その時にも
Diagonal bite（DGL）に対する治療を実施。今回
はDGL 、過長歯（206 、309 、409）に対して
鑢削を行った。虫歯は重症の場合には鑢削の時

に歯折を招くリスクがあるため、治療前に評価
する。同馬の虫歯（109 、209）は軽度であり、
虫歯により減衰しているため、削らないように
注意しながら鑢削を行った。治療後、DGLの治
療により、右にずれていた下顎はやや戻り、C/
R movement 、lateral excursionは 改 善 し、% of 
occlusionは100%から85%へと良化した。しかし、
治療を終えて開口器をはずしたところ、403の歯
肉より出血があり、403の動揺を認めた。原因と
してはDGLの影響で上下のコンタクトがなくプ
レッシャーを受けていなかった403に開口器によ
り過度なプレッシャーがかかったためと考えられ
た。同馬では403の動揺はわずかであり、無処置
で治癒すると考えられたが、開口器装着前に切歯
の状態を正しく評価することの重要性を痛感した。

DGLの改善

過長歯の改善

403の出血

おわりに
The Academy of Equine Dentistryでの研修を通

じ、歯科治療の基本理論について様々な知見を得
ることができた。それらの中でacademyではルー
チン化されているが、JRAで疎かにされていたの
は、歯科処置を行う前の徹底した口腔内検査で
あった。片手開口器を用いた触診・視診では情報
を十分に得た上で正確に診断を下し、適切な歯科
処置を行うことは難しい。我々は適切な保定を行
い、フルマウス開口器を使用した口腔内検査を行
うことからはじめる必要がある。口腔内検査を正
確に行えるようになった時、歯列の力学的平衡化・
咬合面の最大化のための様々な処置を行うことが
可能になる。まずは、口腔内検査の正しい実施法
から学んでいく必要があると感じた。本研修では

DGLとcribbing

過長歯（206 ，309）
虫歯による209減衰

虫歯による109減衰
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治療翌日以降の状態を観察できなかったので、治
療された馬の採食やパフォーマンスにどのような
変化が起こったのかを確認することはできなかっ
た。今後は、研修で得た検査、治療技術をトレー
ニング・センターで実践してゆき、治療前後の変

化を確認することでよりよい治療法を探していく
必要があると感じた。

※本文中の写真・図の一部はAcademy of Equine 
Dentistryのテキストより抜粋、引用しています。
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平成29年７月21日から25日の５日間アメリカ
インディアナポリス（インディアナポリスコンベ
ンションセンター）で行われたAMVM（American 
Veterinary Medical Association）コンベンション
に参加したので、その概要を報告します。

アメリカ獣医療協会（American Veterinary 
Medical Association; AVMA） は、1863年に設立
された歴史ある協会で、現在約８万９千人の獣医
師が所属するアメリカで最も大きい獣医師協会で
ある。動物とヒトの健康維持を目的とし、動物の
種類も小動物や家畜から希少種まで幅広く対象
としている。また、JAVMA （Journal of American 
Veterinary Medical Association）とAJVR （Ameri-
can Journal of Veterinary Research）の著名な2雑
誌を刊行していることでも知られている。2017
年のAVMAコンベンションは平成29年７月21日
から25日まで、アメリカ合衆国インディアナ州
のインディアナポリスコンベンションセンターで
開催された。

海 外 報 告

AMVM（American Veterinary Medical 
Association）コンベンションに参加して

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　黒田泰輔

インディアナポリスはアメリカ中部に位置する
インディアナ州の州都で、人口約80万人の都市
である。蒸し暑い内陸型の気候と聞いていたが、
日本に比べればそれほどでもなく、過ごしやすい
環境であった。また、アメリカで最も人気のある
モータースポーツであるインディ 500が開催され
る都市でもある。本年、インディ 500は佐藤琢
磨が日本人初の王者となったことでも知られてい
る。そのため、AVMA会場においてもAVMA仕様
のレーシングカーが展示されていた。

会場であるインディアナポリスコンベンションセ
ンター

インディアナポリスの位置

AVMA仕様のレーシングカー
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AVMAでは、約700題の講演と30題のポスター
発表が行われた。小動物を対象とした演題が多く、
すべての講演が50分間の教育講演であった。講
演は獣医専門医制度として組み込まれ、受講者は
聴講後に単位を取得することが可能であった。残
念ながら小動物に関する講演が多くを占め、ウマ
の講演は少なかったが、ウマ獣医師が少ない分、
発表者との議論もしやすいという利点もあった。
加えて、企業ブースは非常に盛況であり、世界各
国より約300社が参加していた。

以下に、私が発表した演題の要旨を記す。

第２世代抗ヒスタミン剤であるオロパタジンはウ
マにおいて高い抗ヒスタミン効果を有する
黒田泰輔１）・永田俊一２）・田村周久１）

福田健太郎１）・冨田　篤１）・笠嶋快周１）

1JRA競走馬総合研究所、2競走馬理化学研究所 

【背景と目的】
抗ヒスタミン剤は、ヒスタミン１（H1）受容

体を遮断する薬剤で、ヒトの蕁麻疹や花粉症と
いったアレルギー疾患の治療に用いられている薬
剤である。ウマでは主に蕁麻疹を対象に使用され
ているが、十分な効果が得られない症例を多く認
める。その理由として、ウマで長年使用されてい
る安価な第１世代抗ヒスタミン剤は、腸管から体
内への吸収が不十分であることや、体内からの排
泄が早いといった薬理学的特性のため、ウマでは
十分な抗ヒスタミン効果が得られないことが示さ
れている。

オロパタジンは第２世代抗ヒスタミン剤で、第
１世代と比較して、ヒトの蕁麻疹や花粉症に対し
て効果が高く、眠気や喉の渇きといった副作用が
少ないことが示されている。しかし、この薬剤の
ウマに関する報告はほとんどない現状にある。本
研究は、第２世代抗ヒスタミン剤オロパタジンの
抗ヒスタミン効果を、薬理学、薬力学の観点から
調査することを目的とした。

【材料と方法】
本研究では、４頭のサラブレッド研究用馬を

使用した。0.1mg/kgの用量のオロパタジンを
500mlの生理食塩水に溶解し、経鼻カテーテルを
用いて投与した。また、生物学的利用率測定のた
め、２頭において同用量のオロパタジンの静脈内
投与試験も実施した。静脈内投与と経口投与の試
験は、２週間以上の間隔をあけて実施した。血漿
中オロパタジン濃度測定のため、投与前、投与後
から10、20、30、45分、１、1.5、２、４、６、９、
12.5 、23 、30 、36時間の各タイムポイントで
採血を行った。採取した血液は遠心分離後に血漿
を冷凍保存し、LC-MSを用いて血漿中オロパタジ
ン濃度を測定した。また、抗ヒスタミン効果を測
定するためにヒスタミン皮内試験をオロパタジン企業展示ブース

インディアナポリスの中心に位置するインディア
ナ兵士水兵記念塔
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投与後0.5 、１、２、４、６、12.5 、23 、36 、
48 、72時間の各タイムポイントに実施した。ヒ
スタミン皮内試験とは、ヒスタミンを皮内に投与
して作製する丘疹の面積を測定して抗ヒスタミン
剤の効果を検証する試験で、抗ヒスタミン剤が効
果を発揮すればするほど、ヒスタミンによって作
られた丘疹は小さくなる。これらを、オロパタジ
ン投与前に実施したコントロールの丘疹面積と比
較し、丘疹抑制率を算出した。

【結果】
血漿中オロパタジン濃度測定の結果、最高血中

濃度は48.8±11.0 ng/mL 、血中半減期は6.82±
1.46時間、平均滞留時間は7.64±6.85時間、経口
投与の生物学的利用率は. 46.5±2.0%であった。
一方、ヒスタミン皮内試験の結果から、最高丘疹
抑制率は88.2±4.9%で、投与後3.5±1.0時間に認
めた。また、投与後12.5時間まで80%以上の丘疹
抑制率を維持した。

【考察】
血漿中オロパタジン濃度測定から、ウマのオロ

パタジン薬物動態パラメーターはヒトと同程度で
あった。一方、ウマの他の抗ヒスタミン剤と比較
すると、オロパタジン経口投与の生物学的利用率
は、クロルフェニラミン（37.9%）、 クレマスチン 

（3.4%）、フェキソフェナジン（2.6%）と比較し
て高い傾向を認めた。血中半減期はクロルフェニ
ラミン（2.1時間）、 クレマスチン （2.9時間）、フェ
キソフェナジン（5.0時間）と比較して長く、平
均滞留時間も同様に長い傾向であった。以上のこ
とから、オロパタジンはヒトと同様に、経口投与
において体内への吸収に優れ、体内からの排泄も
遅いため、強く長い抗ヒスタミン効果が期待でき
ることが示唆された。

ヒトのオロパタジンヒスタミン皮内試験は、投
与後８時間まで90％の丘疹抑制を維持しており、
我々の結果はヒトとほぼ同等であった。ウマの他
の抗ヒスタミン剤と比較すると、オロパタジン
の最高丘疹抑制率はクロルフェニラミン（39%）、 
クレマスチン（30%）、フェキソフェナジン（55%）
と比較して高く、セチリジン（84%）と同程度で

あった。また、セチリジンの最高丘疹抑制率は投
与後11時間で55%まで低下したが、オロパタジン
では12.5時間まで80%以上に維持されていた。こ
れらの成績から、オロパタジンはウマにおいて強
く長い抗ヒスタミン効果を有しており、蕁麻疹を
含めたウマのアレルギー疾患に効果が期待できる
ことが示された。

発表終了後、いくつか質問を受けたが、すべて
小動物臨床獣医師の方々であった。動物が違うた
め、直接的な薬剤の効果に関する議論は難しかっ
たが、この研究における薬物動態学および薬力学
的な評価法について興味を持っていただき、良い
議論ができた。私からも、小動物臨床における抗
ヒスタミン剤の使用状況について質問したが、ア
メリカの臨床獣医師の多くは第１世代のジフェン
ヒドラミン、もしくは第２世代のセチリジンを使
用しているとのことであった。

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。

○Everything You Need to Know About Region-
al Limb Perfusion but Were Afraid to Ask　あな
たの知るべき肢端局所静脈内灌流法のすべて
Weston Davis （Palm Beach Equine Medical 
Center） 

Regional Limb Perfusion （RLP）は駆血帯を用
い、下肢部に高濃度の薬物を投与する手法で、
1960年代からヒトにおいて臨床応用が始まり、
ウマでは1990年代から用いられるようになり、

発表ポスター
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国内のウマ医療でも一般的な治療法となってい
る。本講演はRLPに関するほとんどの既報を紹介
する総論的な講演であり、極めて効率的にRLPを
学べることができた。

RLPでは駆血帯により血管に圧力がかかるた
め、血管は拡張し、投与された薬物は下肢部組織
に移行しやすくなる。利点としては、組織におい
て高い薬物濃度が得られること、全身投与と比較
して投与薬物量が少なく、副作用のリスクが減少
することが挙げられる。一方、手間と時間を要す
るため、多くの症例に適応することは困難であ
る。RLPで最も使用されている薬物は抗菌薬であ
るが、近年では抗真菌薬、抗炎症薬、ビスホスホ
ネート（骨粗鬆症治療薬）、幹細胞治療などにも
使用されている。

RLPの手法については報告が多く、各施設で実
施する方法も異なる。ここでは演者の施設で用い
られている手法を紹介する。JRAではRLP実施前
に鎮静剤の投与を行っているが、演者らは鎮静剤
に加えて局所麻酔薬の使用を推奨していた。投与
後に肢が動くと駆血帯の効果が弱まり、組織にお
ける薬物の最高濃度が減少することが報告されて
いるため、それらを防止する目的とのことであっ
た。動脈内投与か静脈内投与かの選択は、治療の
目的によっても異なるが、動脈内投与は手技が難
しいうえ、また血管への圧力を静脈ほど強くかけ
ることができないため利点が少なく、基本的には
静脈内投与を選択するそうである。

薬物の投与方法については２つの相反する報告
があり、投与法が定まっていない現状にある。そ
れは、同じ抗菌薬量を投与する場合に、高濃度で
薬液量が少ない方が良いか、低濃度で薬液量が多
い方が良いかという議論である。例えば、１gの
抗菌薬を50mlの滅菌水に溶解した高濃度の薬剤
を投与した場合、もしくは100mlに溶解した低濃
度で薬液量が多い薬剤を投与した場合に、どちら
の方がより多くの抗菌薬を感染した組織に移行さ
せることができ、効果が期待できるかという問題
である。2013年にHydeらは前者の投与法の方が
高い関節液中濃度を得られることを報告したが、
2016年にOreff らは後者の投与法の方が高濃度と
なることを報告した。これについて演者と議論し

たが、この２つの報告における投与部位が異なる
ため単純に比較はできないとしながらも、後者の
報告を支持していた。その理由として、RLPの重
要なポイントは血管内に強い圧力をかけることに
より薬物を組織に移行させることであり、薬物濃
度が低くても、薬液量を増やすことで血管に強い
圧力をかけることが期待できるとの考えを聞いた。

RLPにより様々な抗菌薬の投与が報告されてい
るが、演者らも我々と同様に原因細菌の培養と
薬剤感受性試験の結果を基に原因細菌に対して
効果が期待できる抗菌薬を選択しているとのこ
とであった。しかし、骨や蹄などの内部組織の
感染では、原因細菌を分離することは容易では
なく、また検査には時間も要するため、臨床現
場では原因細菌が特定されていない段階で抗菌
薬を選択しなければならない場合が多い。これ
についても、演者に原因細菌が特定されていな
い場合に使用する抗菌薬について質問したが、
我々と同様に既報の多いアミノグリコシド系抗
菌薬アミカシンを第１選択薬としていた。しか
し、アミノグリコシド系抗菌薬はグラム陽性球
菌や偏性嫌気性菌に効果がないため、効果が得
られない場合は広域スペクトルであるカルバペ
ネム系抗菌薬イミペネムの使用や、アミノグリ
コシド系とセフェム系抗菌薬のコンビネーショ
ン投与も実施しており、特にイミペネムは良好
な成績が得られているとのことであった。

○Fluid Therapy Controversies 輸液療法の副作
用について
Dana L. Clarke （University of Pennsylvania）

輸液療法とは水分や電解質を点滴により投与す
る治療法で、ヒトおよび動物において体液喪失、
ショック、全身麻酔時に実施されている。本会で
も重篤な下痢症やショックといった体液の喪失に
よって循環状態が悪化したウマの治療に用いられ
ている。しかし、過剰な輸液による弊害も報告さ
れており、単純に喪失した体液を補充すれば症状
が改善されるものではなく、その適応には患者に
対する適切なモニタリングと多くの知識や経験が
必要である。本報告では、近年使用されている血
漿輸液や代用血漿剤について小動物やヒト医療の
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報告から、その弊害について議論した。
以前より、乳酸リンゲル液やブドウ糖液などの

晶質液が輸液療法に使用されてきたが、1970年
代頃から高分子コロイドを含む膠質輸液剤が販売
され、輸液療法で使用されるようになった。これ
らは高分子のデンプンを含んでおり、それらが血
管壁を通過せず長い時間血管内に留まることで血
管内浸透圧が維持され、血液循環を維持しやすい
メリットがある。すでにウマ医療も含めて動物医
療で主流となっている治療法であるが、近年その
有害性が報告されてきている。ヒトの敗血症患者
に対する臨床試験において、膠質輸液剤は腎臓障
害を引き起こし、致死率を増加させることが報告
されており、FDA（アメリカ食品医薬品局）は使
用に注意を呼びかけている。動物医療の膠質輸液
剤に関する報告は少ないものの、近年イヌでも同
様に腎障害と致死率の増加が報告されており、演
者も懸念を示していた。ウマに対する膠質輸液剤
の副作用の報告は今のところないが、注意が必要
かもしれない。

冷凍血漿輸液はヒト医療において凝固因子補充
を主目的とする治療法である。一方で、動物医療
ではそれほど厳格な使用制限はなく、凝固異常症
例以外にも重篤な患者全般に使用されている。現
状の報告では、動物医療における有効性の論文は
少なく、また、イヌでは投与後に肺出血を起こし
た症例も報告されており、使用のガイドライン作
成が求められている。また、血漿タンパク質であ
るアルブミンを含む輸液製剤は、膠質輸液剤と同
様に血液中の水分保持のために使用されている。
小動物医療では、ヒトアルブミンもしくはイヌア
ルブミンが用いられているが、イヌアルブミンは
高額であるためヒトアルブミンが一般的である。
しかし、ヒトアルブミンはイヌアルブミンとの相
同性が80%程度であり、全く同じものではないた
め、イヌに投与した場合の拒絶反応が問題となっ
ている。これらの製剤のウマにおける報告は少な
いため、効果やリスクに関する情報は限られてお
り、慎重な使用が求められる。
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2017年４号の紹介）

時事解説
自然災害の発生頻度が増加し、また予測不能で

あることから、ウマのオーナーの多くは、自分達
のウマを保護する方法を模索している。災害に加
えて馬泥棒も、オーナーが自分のウマを識別する
ための確実な方法を求める理由である。マイクロ
チップを用いた個体識別は、疾病流行時のウマの
追跡調査法を容易にする優れた方法であり、伝染
病の拡大を最小限に抑えるための調査を迅速かつ
有効に実施することを可能とする。馬ヘルペスウ
イルス脊髄脳症、腺疫、インフルエンザ、サルモ
ネラ症などの疾病は急速に拡がってしまう。その
ため迅速な個体識別は、獣医師、牧場管理者や動
物衛生の専門家がウマを守るために最適な行動計
画を立てるのに役立つ。

マイクロチップの埋め込みは、安全、簡単かつ
安価であり、埋め込まれたマイクロチップは通常、
生涯維持される。費用は一般的に50 ～ 75ドル程
度で、現在製造されているマイクロチップは25
年かそれ以上機能する。チップは米粒大と小さく
埋め込み部位から移動せず、獣医師あるいは訓練
された者によって小型シリンジを用いてわずか数
秒で埋め込むことができる（訳注：日本ではチッ
プの埋め込みは獣医師のみが実施できる）。チッ
プは、ウマの左側、項とき甲の中間部で項靭帯の
たてがみの生え際に埋め込まれる。埋め込み部位
は清潔にして消毒し、必要に応じて剃毛し副反応
の発生を防止する。

マイクロチップはガラスカプセルに封入され、
それぞれ固有の番号が刻まれている。公認獣医師
は固有のマイクロチップ番号を、公式の健康手帳
や医療記録に用いることができる。固有コードを
私的な健康記録として管理するか、商用の検索可
能なデータベースに登録するかはオーナー次第で
ある。専用の手持ち式スキャナーで体表からマイ

クロチップを読み込む。スキャナーは無線自動識
別技術によって、チップ上の番号を読み込む。複
数の会社がマイクロチップを製造しているが、現
在ほとんどのスキャナーは同一周波数を読み込む
ように設計され、世界共通である。

1990年代にルイジアナ州は、全てのウマに対
して個体識別や年に一度のコギンズテスト（訳注：
馬伝染性貧血検査用の寒天ゲル内沈降反応）を義
務付けた最初の州になった。烙印は馬ごとに固有
ではなく、口唇の入れ墨や烙印はいずれも変化し、
あるいは識別しにくくなることがあるため、マイ
クロチップはこれらよりも優れた個体識別方法で
ある。現在、生産者団体の多くは、登録にマイク
ロチップ埋め込みを求めている。ルイジアナ州で
は、ハリケーン・カトリーナ、リタ、グスタフ、
アイク、アイザックの災害後に、多くのウマがオー
ナーと離れ離れとなり、オーナーが自分達のウマ
を集めるために個体識別する必要があり、マイク
ロチップはとりわけ重要になった。最近のテキサ
ス州やフロリダ州のハリケーン・ハービーやイル
マによる災害後や復興時でも、疾病に罹患したウ
マを診療する獣医師達は、大規模で進行中の保護
活動においてマイクロチップが非常に有用である
と感じている。ウマの個体識別にマイクロチップ
を用いることに不都合は全くなく、マイクロチッ
プを使用しない理由は見当たらない。

連絡先：
Rebecca S. McConnico, DVM, PhD, Dipl. ACVIM 
(LA)
Professor of Agricultural Sciences
Rmcconn@latech.edu
(318) 257-2418
Louisiana Tech University
Ruston, LA
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国際情報
2017年第２四半期

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
生がウエスタンケープ州を除く全ての州で確認さ
れた。本症の発生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および米国で報
告された。英国では２件の発生が報告された。米
国では馬インフルエンザが14州で確認され、そ
れらの州では風土病である。

フランス、ドイツ、南アフリカ、スイスおよび
米国で腺疫の発生が確認された。確認された発生
件数は、スイスで３件、ドイツで４件、フランス
で16件だった。南アフリカでは散発的な発生が
報告されているが、米国では風土病である。西部
の１州の１施設のポニーと馬、ならびに２州の捕
獲野生馬で高い発病率が認められた。

馬ヘルペスウイルス１型（EHV-1）による疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、ス
イス、英国および米国で報告された。フランスで
は発熱馬（呼吸器症状を示すウマと示さないウマ
が存在）が２施設で確認された。アイルランドで
は4例の感染例が確認された。ドイツ、スイスお
よび英国では１～２件の発生、米国では複数の州
で発生が報告された。EHV-1による流産が、フ
ランス（２件）、ドイツ（３件）、日本（10件）、
英国（２件）および米国（１件）で診断された。
EHV-1による神経疾患が、フランス（１例）、英
国（２施設で単発症例）および米国（４件；カリ
フォルニア州、コロラド州、メリーランド州およ
びニュージャージー州の施設でそれぞれ１例）で
発生した。

馬ヘルペスウイルス４型の感染がフランス、ド
イツ、アイルランドおよび英国で報告された。発
生件数はアイルランドで１件、ドイツで３件、英
国で４件、フランスで14件と国により異なって
いた。

米国のいくつかの州において、馬ヘルペスウイ
ルス２型もしくは５型の感染が複数例認められ、

一部では呼吸器疾患を伴っていた。
馬伝染性貧血がドイツ、スイスおよび米国で発

生した。ドイツで３施設、スイスで１施設、米国
で２施設において確認された。米国の２施設は疫
学的に関連性があり、各施設で３例ずつ確認された。

馬ピロプラズマ病がフランスとスイスで報告さ
れた。フランスでは風土病であり、スイスでは１
例が確認された。

馬伝染性子宮炎がドイツで診断された。13施
設でアイスランド種の種牡馬10頭と牝馬５頭が
陽性と確認された。

フランスでは、馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３
型）が２施設で１例ずつ診断され、レプトスピラ
性流産も１例確認された。

米国ケンタッキー州では、ノカルジア性胎盤炎
が報告され、そのうちAmycolatopsis属感染によ
るものが５例、Crossiella equi感染によるものが２
例であった。

米国では2017年第２四半世紀にサルモネラ症
が23例発生した。報告された血清型は、B群（15
例）、C1群（２例）およびC2群（６例）であった。

米国では、Clostridium perfringens A型がケン
タッキー州で子馬３例、ティザー病（C. piliform-
is）１例、C. novyiおよびC. sordelliの単発症例が確
認された。

フランスでロタウイルス性下痢症が３件発生し
た。米国では、増殖性腸症（Lawsonia intracellu-
laris）が子馬で１例報告された。

米国ではロドコッカス関連疾患は風土病であり
この四半期で22例が報告された。

スイスでは、非定型筋障害が２例、エールリヒ
ア症が３施設で４例診断された。

ウエストナイル脳炎が南アフリカ（系統２ウイ
ルスにより44例）および米国（１例）で報告さ
れた。南アフリカの症例のうち５例は馬脳症ウイ
ルスと、３例はミドルブルグウイルスとの混合感
染であった。

南アフリカで馬脳症が発生し、そのほとんどが
ハウテン州で確認された。南アフリカ全域におい
て、ミドルブルグウイルスによる脳炎が41例確
認され、そのうち２ 例は馬脳症ウイルスとの混
合感染であった。
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ウマの疝痛　最新情報
ウマの疝痛について格言がある。ウマが存在す

る限り疝痛はつきものというものだ。過去50年
以上にわたる論文によると、いつの時代でも疝痛
の全症例数は変わっておらず、通常のウマ集団で
は、その発生は年間100頭あたり１～ 10頭であ
る。しかしながら、過去に１回ないしそれ以上疝
痛を発症したウマは、その発症率が５倍も上昇す
る。生存率は重症度によって異なるが、ウマの疝
痛全体による死亡率はおよそ７% ～ 10%であり、
筋骨格系の傷害に次ぐ。発生は牧場毎のウマの管
理方法によって異なり、出産が近い繁殖牝馬、馬
小円虫感染馬、あるいは管理方法が突然変わった
ウマなどの特定の集団において発生率が高いこと
が考えられる。眼疾患の治療を受けているウマや
全身麻酔後に入院加療を受けているウマも疝痛の
発生率が増加する。

これら急性腸疾患の原因は、十分に解明されな
いままである。一般に「風気疝」、「痙攣疝」ある
いは「イレウス」と診断される単純な疝痛は、全
ての疝痛症例のおよそ85%であり、これらの胃腸
疾患の原因や発症機序は未だに不明である。同様
に、腸管の絞扼などの罹患率および死亡率の高い
疾患の原因も不明である。過去30年間にわたる
疫学的調査は、因果関係があると考えられる危
険因子を特定してきたが、それにもかかわらずな
ぜ腸間膜で腸管が捻転したり絞扼したりするのか
といった特定のメカニズムは未だに分かっていな
い。腸管機能の変化は多くの要因によってもたら
されることが多く、いくつかの事象や環境要因が
重なって危険性を増加させる。

基本的な飼育や給餌作業などを含めて非常に多
くの要因が疝痛の危険性を増加させると報告され
ている（表１参照）。これらの要因のいくつかは、
疝痛に非特異的であるが、それでも疝痛の危険性
の増加と有意に相関している。過去40 ～ 50年間
にわたって、最も生死に関わるような重度の疝痛
発症馬の生存率は改善されてきた。1960～ 70年
代には、重度の閉塞や絞扼発症馬の生存率は50%
以下と報告されていた。外科手術の技術、麻酔、
術後医療の改善が疝痛発症馬の生存率向上に関係
するが、獣医師による手術の必要性の迅速な認識

や救命救急診療が生存率向上の主な理由である。
疝痛発症馬に対する迅速な状態評価と特殊医療実
施の判断により、現在の生存率は80 ～ 90%まで
期待できる。

疝痛の病態生理学が多面的に調査されてきた。
腸蠕動、全身性炎症反応症候群（エンドトキシン
ショックとしても知られる）、腸管の傷害や炎症、
寄生虫の駆虫、胃潰瘍、外科技術、そして治療に
対する反応に関する研究のすべてが、疝痛時に生
じる事象の理解を進めてきた。これらの情報の蓄
積が、獣医師の疝痛治療や生存率向上に役立って
いることに疑問はない。それでもなお、どのよう
にして腸管機能不全や全身性反応が始まるのかと
いうことについては、解明されていない。 私達
が疝痛に関する格言を変えるためには、さらなる
研究が必要とされる。

連絡先：
Nathaniel A. White, DVM, MS, DACVS
nawhite2@vt.edu
(703) 771-6800
Marion duPont Scott Equine Medical Center
Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine
Leesburg, Virginia

表 1　疝痛の要因
・繁殖
・加齢
・馬房内で過ごす時間の増加
・さく癖/飼い葉桶を噛む癖
・直近の輸送
・傷害後の運動不足 
・気候の変化
・餌の変化
・ロール牧草
・濃厚飼料
・飲水量の減少
・疝痛の病歴
・駆虫を実施していない
・歯科検診を受けていない
・条虫寄生
出展：Cohen ND, Epidemiology of risk factors, in The Equine 
Acute Abdomen, Wiley, 2017
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ウマをこえる馬インフルエンザ
北米におけるヒトの“インフルエンザシーズン”

は今まさに再び始まろうとしている。その一方
で、南米では春が到来し、インフルエンザシーズ
ンはほぼ終了しようとしている。 インフルエン
ザの流行シーズンは、毎年秋、冬から初春にかけ
てであり、各シーズンに流行するウイルスは、Ａ
型H1N1とH3N2 、Ｂ型と、通常は同じ型のウイ
ルスである。

しかしながら、世界には他に多くのインフルエ
ンザウイルスが存在する。 Ａ型インフルエンザ
の‘H’および‘N’の多様性（「亜型」と呼ばれる）は、
最近コウモリから新しい亜型が発見され、現在
H18 ならびにN11まである。これらの亜型のほと
んどは、哺乳類では稀であるが、野生の水鳥では
一般的である。ウマに自然感染することが確認さ
れているインフルエンザウイルス亜型は、H3N8
とH7N7だけであり、ウマに適応したH7N7ウイ
ルスは、およそ40年前にウマから消滅したよう
に思われる。

このことが意味するのは、ウマは他の動物種か
らインフルエンザウイルスに感染し得ないという
ことなのであろうか？そういったことはなくウマ
は他の動物種からインフルエンザウイルスに感染
する可能性がある。異なる動物種間でインフルエ
ンザウイルスの伝播は確かに起こる。ヒト、ブタ、
イヌ、ネコ、クジラ、アザラシ、ときにミンクな
どの哺乳類はしばしば鳥からインフルエンザウイ
ルスに感染してきた。これは、長きにわたって極
めて稀に起こると考えられたが、東南アジアでは
1997年以降毎年のようにヒトのH5N1あるいは
H7N9亜型鳥インフルエンザによる疾患が起こっ
ており、しばしば致死的である。これらの症例の
ほとんどは終末感染であり、個々の症例は独立し
ておりヒトからヒトへ伝播し得る兆候はほとんど
認められない。

鳥インフルエンザウイルスはウマに感染し得
るのか？答えはほぼイエスである。１つの証拠
として、H3N8亜型は常にウマで流行してはいな
かったということが挙げられる。このウイルスは
1963年に初めて発見され、遺伝的に鳥インフル
エンザウイルスに由来すると考えられる。1989

年に中国北部では、鳥インフルエンザ株がウマに
大規模な流行を引き起こした。 その亜型もまた
H3N8型であった。偶然同じ亜型であったのか、
もしくはH3N8型にウマにより適応する特性があ
るのか？その答えは依然として分かっていない。
ウマの気管細胞表面に存在する分子レセプターが
他の動物種とは少し異なっていることが分かって
おり、ウマに感染するインフルエンザウイルスの
特異性の要因になり得る。筆者の研究所での研究
は、これが原因の全てではなく、他の要因が存在
するはずであるということを示唆する。

関連した疑問として、インフルエンザウイルス
はウマから他の動物種に伝播するかどうかという
ことが挙げられる。 当然あり得る。約15 ～ 20
年前に米国においてH3N8型馬インフルエンザウ
イルスがイヌに感染し、それ以降イヌで発生が継
続している。ではイヌから再びウマに感染し得る
か？一旦イヌに適応したが、そのためウマへの適
応性は大きく減少したであろう。 

ヒトは馬インフルエンザウイルスの感染リスク
はあるのだろうか？ 50年前に実施されたボラン
ティアのヒトに対する感染実験では、感染は起こ
り得るがその症状は軽度かあるいは不顕性である
ということ示唆する。ウマに接触するヒトでは、
馬インフルエンザウイルスに対して抗体が産生さ
れることがある。ヒトにおける馬インフルエンザ
ウイルスによる自然感染例が疑われた唯一の報告
では、実際にその患者からはウマインフルエンザ
ウイルスの存在は証明されていない。

読者へ伝えたいメッセージは、ある動物種から
他の動物種へインフルエンザウイルスは伝播し得
る、そしてしばしば実際に発生しているというこ
とである。もし、あなたのウマがインフルエンザ
に罹患していたら、石鹸で消毒できるのでウマと
接触した手、衣服、馬装具を洗浄するなどの基本
的な防疫処置を実施するべきである。そして、も
しあなたがインフルエンザに感染したらペットを
抱きしめたりしないことが最良であろう。

連絡先：
Thomas M. Chambers, PhD
tmcham1@uky.edu
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(859) 218-1126
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

米国における馬の個体識別
ウマの個体識別の必要性は、1800年代まで遡

る。その当時、焼印によってウシやウマの牧場
あるいはオーナーを特定することが一般的であっ
た。歴史的に、ウマは身体的特徴によって識別さ
れていた。固有の個体識別用の特徴の無い同一毛
色のウマに対して、この個体識別法は有用性に限
界がある。例えば、野外においてフリージアンの
雌の子馬の馬群で個々のウマを区別するのは簡単
ではないだろう。米国では、個々の馬へ焼印や口
唇の入れ墨を利用するようになったことでウマの
識別が進んでいった。残念ながらこれらの個体識
別法の欠点として、動物に対する疼痛やストレス、
潜在的な病原体伝播の可能性、手技に伴う安全性
の問題などが挙げられる。加えて、焼印は体裁が
悪く、読みにくく、変化すると考えられることが
ある。長年にわたって、馬産業はウマの個体識別
をする革新的な方法を研究してきた。2000年に
日本の研究者によって虹彩スキャンが開発された
が、費用がかかり読み取り装置の利用に制限が
あったため、開発を継続しない選択肢となった。
近年のマイクロチップ技術の進歩は、この方法を
将来望まれる個体識別法にしてきた。今日、承認
されているマイクロチップの国際基準は以下のと
おりである。
・ISO 11784/11785 準拠でICAR 公認
・15桁の数字で、文字フォーマットを含まない
・周波数134.2 kHz 

侵襲的な埋め込み方法の影響やマイクロチップ
の寿命に関する懸念が生じていた。しかしなが
ら、その後のマイクロチップ埋め込みに関する研
究は、マイクロチップ埋め込み部位に一過性の軽
度の疼痛や炎症しか伴わず、正しく埋め込んだ場
合にマイクロチップが別の場所に移動してしまう
ことは最小限であるということを証明してきた。

最近、改良されたマイクロチップ体温計測技術
が正確な体温記録を可能にしてきた。この種類の

マイクロチップは、個体識別だけではなく健康モ
ニタリングにも役立つ。例えば、大規模な厩舎で
馬ヘルペスウイルス脊髄脳症が発生した場合、管
理者はバイオサーモマイクロチップによって容易
に迅速な体温測定が可能であり、発症馬がウイル
スを排出する前に、体温が上昇したウマを隔離す
ることができる。

過去５年間に、米国の馬産業はウマの個体識
別にマイクロチップの利用を採用してきた。
2008年に、ジョッキークラブはせりのために
会員に対してマイクロチップを提案し始めた。
ジョッキークラブは、サラブレッドの子馬にISO 
11784/11785に準拠したマイクロチップが埋め
込まれていることを2017年生まれの子馬から義
務付け始めた。ジョッキークラブの会員は、マイ
クロチップ技術を採用し、2016年生まれの子馬
の３分の２は自主的にマイクロチップが埋め込ま
れた。マイクロチップの必要性や利点が認識され、
米国ハンター障害馬術協会（USHJA）は、2018
年の競技会からマイクロチップを必要とする規則
へ変更した。2018年中にUSHJAポイントプログ
ラムに参加を希望する全てのウマはマイクロチッ
プを要求し、2019年についてはUSHJAの競技会
に参加する全てのウマにマイクロチップが義務付
けられるであろう。最近2017年１月に開催され
たウマの個体識別に関するフォーラムにおいて、
馬産業はウマの個体識別に関する大躍進を認識し
たが、またマイクロチップを馬産業に広く普及さ
せるにはさらなる努力が必要とされるということ
で意見が一致した。フォーラムにおける討論に
関するさらなる情報については、http://www.an-
imalagriculture.org/proceedings/equineidforum.
を参照してほしい。

連絡先：
Dr. Katie Flynn
kfl ynn@cdfa.ca.gov
(916) 900-5039
Equine Staff  Veterinarian
California Department of Food and Agriculture
Animal Health Branch
Sacramento, CA
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新生子馬のClostridium perfringensと壊死性腸炎
 壊死性腸炎（小腸および結腸の細胞損傷や壊死）

は、生後4 ～ 6日未満の子馬に突然発症し、治療
が施されても死亡率が高い重篤な疾病である。子
馬の腸炎の臨床症状は、死体で発見されるものか
ら様々な臨床症状を呈するものまで多様である。
最も一般的な症状は、乳を飲めない、発熱、抑鬱、
重度の疝痛および下痢などが挙げられる。

Clostridium diffi  cile 、Neorickettsia risticii（ポト
マック熱）およびサルモネラ感染症と成馬の全腸
炎との関連は明らかにされているものの、子馬に
おける致死性の壊死性腸炎の多くの症例について
は危険因子が不明である。

Clostridium perfringensは世界中において最も
一般的に分離されるクロストリジウム属で、正常
な腸内細菌叢の一部である。子馬が母馬の乳首あ
るいは環境中からこの菌を摂取した後に、胃や腸
内で迅速に増殖する。その後早急にC. perfringens
の菌数は著しく減少するため、子馬が生後数ヵ月
になるまでに、大腸内における菌数は比較的少数
となる。Ａ型に属するC. perfringensは、ほとんど
の健康な若齢馬の腸内に一般的に存在しているた
め、全腸炎におけるその役割は不明である。大部
分の株は腸疾患を引き起こさないが、子馬の腸疾
患の原因として２種類の型が関与する。 

その１つとして、C. perfringens  Ｃ型が良く知
られているものの壊死性腸炎の原因になること
は比較的まれである。 他にはC. perfringens Ａ型
があり、NetF（Necrotizing enteritis toxin Foal：
子馬の壊死性腸炎毒素）と呼ばれる新型の膜貫通
性孔形成毒素を産生する少数の亜群が含まれる。
この新型の毒素は、子馬、他の動物種およびヒ
トの重度の腸疾患の原因となるC型のβ毒素に関
連している。 我々は、壊死性腸炎の子馬の74% 

（11/15）でnetF遺伝子陽性のC. perfringensを検出
したが、原因病原体不明の下痢性疾患の11頭の
子馬からは検出されなかった。別の研究では、ケ
ンタッキー州において重度の腸炎を発症した子馬
から分離した23株中６株でnetF陽性C. perfringens
が同定された。原因病原体不明の下痢を発症した
成馬から分離したC. perfringensにおけるNetFの検
出率は低かった（４/58）。このことは、本毒素

が新生子馬の重度の腸炎に深く関係していること
を示唆している。

どうしてC. perfringens Ｃ型とnetF陽性のC. per-
fringens Ａ型が非常に若い子馬に壊死性腸炎を引
き起こすのかということに対する1つの説明とし
て、初乳のトリプシン阻害効果が挙げられる。ト
リプシンは消化の際に膵臓から分泌されるタンパ
ク質分解酵素で、初乳がトリプシンを阻害するこ
とによって、NetFのようなタンパク質毒素の分解
が抑制される。NetF産生C. perfringensの保菌宿主
は、まだわかっていない。netF遺伝子陽性C. per-
fringensに起因する壊死性腸炎の迅速診断には、
リアルタイムPCRを用いることができる。その他
の選択肢として、時間はかかるがC. perfringensを
培養し、PCRによって毒素遺伝子（Ｃ型ではcpbお
よびＡ型ではnetF）の存在を確認する方法がある。

予防の観点から、ケンタッキー州ではC. per-
fringens Ａ型による子馬の腸炎予防のために細菌
毒素自家ワクチンが牝馬に投与されてきた。ワク
チン接種を受けた牝馬がNetFに対する抗体を有し
ていることから、このワクチンにはNetF毒素が含
有されていると考えられる。高度免疫血漿が市販
されており、C. perfringens Ａ型（NetFを含む）、
Ｃ型およびＤ型による子馬の壊死性腸炎の予防あ
るいは治療に用いることができる。我々は、NetF
の発見によって、子馬のC. perfringensに起因す
る腸炎に対する理解を深めてきたが、NetF産生C. 
perfringens Ａ型がどのように疾病を引き起こすの
かを完全に理解するためには、更なる研究が必要
である。研究によってC. perfringensによる腸炎は
少しずつ解明されつつあり、NetFの発見は更なる
前進にとって重要であった。

連絡先：
Iman Mehdizadeh Gohari
imehdiza@uoguelph.ca
John F. Prescott
prescott@uoguelph.ca
(519) 824-4120 ext. 54716
Department of Pathobiology
Ontario Veterinary College
University of Guelph, Canada
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最近の日本製馬インフルエンザワクチンに関する
２編の学術論文の紹介

競走馬総合研究所　分子生物研究室　山中隆史

1つのアミノ酸置換が馬インフルエンザワクチンの
効果に衝撃を与える潜在能力

The potential impact of a single amino-acid substitution on the effi  cacy
of equine infl uenza vaccines

Yamanaka, T., Cullinane, A., Gildea, S., Bannai, H., Nemoto, M., Tsujimura, K., Kondo, T. and 
Matsumura, T.

Equine Veterinary Journal 2015, 47: 456-462

馬インフルエンザ （EI） は、EIウイルス （1980
年ごろよりH3N8のみ） の感染により引き起こさ
れる急性呼吸器疾患である。EIウイルスは伝染性
が非常に強いため、いったん馬群への侵入を許
すと、大きな被害をもたらす。これまで、EIに対
する有効な予防法として、不活化ワクチンの接種
が行われてきた。しかしながら、EIウイルスは、
他のＡ型インフルエンザウイルスと同様に、抗
原性が頻繁に変化するため、ワクチンに含める
不活化ウイルスの株組成を定期的に見直す必要
がある。日本では2016年秋より、アメリカ系統
フロリダ亜系統クレード２  （Florida sublineage 
Clade2, Fc2） に分類されるA/equine/Yokohama/

2011年ごろまでのFc2株は、遺伝学的に遠縁
であったにも関わらず、当時の日本製ワクチン
に含まれていたA/equine/La Plata/93 （LP93, ア

aq13/2010  （Y10） が加わった新しいEIワクチン
の使用が開始された。この結果、日本のEIワクチ
ンはFc1およびFc2の両方を含むこととなり、国
際獣疫事務局 （OIE） の推奨する株組成に準拠す
ることとなった。このOIEの推奨は、2007年以降、
欧州でのEIの流行のほとんどがFc2株によるもの
であったことに基づき、2010年にすでに推奨さ
れていた北米で流行しているFc1株へさらに加え
られたものである。このY10株をワクチンに含め
ることにより期待されるワクチン効果の向上につ
いて、本稿の筆者が最近発表した２編の学術論文
の概要を以下に紹介する。

メリカ系統アルゼンチン亜系統） の抗血清は、
良好なFc2株との交差血球凝集抑制 （HI） 反応を
示していた。しかしながら、2011年になり、欧
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馬体攻撃試験による馬インフルエンザワクチン株の
抗原性状の変化の評価

Assessment of antigenic diff erence of equine infl uenza virus strains by
challenge study in horses.

Yamanaka, T., Nemoto, M., Bannai, H., Tsujimura, K., Kondo, T., Matsumura, T., Gildea, S. 
and Cullinane, A.

Infl uenza and Other Respiratory Viruses 2016, 10: 536-539

ワクチン株がY10からLP93に置き換えられた
ことによるA144V株変異株に対するワクチン効
果の向上について、馬体攻撃試験により評価を
試みた。EIワクチン接種歴がなくEIウイルスへの
中和抗体陰性をあらかじめ確認した10頭の１歳
馬を、無作為に５頭ずつY10群およびLP93群の
２つに分け、抗原として不活化されたY10株ある
いはLP93株のみを含む試作ワクチン （抗原量：
400 chicken cell agglutination/dose） を、群名の
とおり、各群に４週間隔で２回接種した。次に、
２回目のワクチン接種２週間後 （各群２頭） ない
し4週間後 （各群３頭） に、医療用超音波吸入器
を用いて、A144Vの変異をもつFc2株A/equine/
Carlow/2011 （CL11, 109.4EID50/馬） を噴霧する
ことにより攻撃した。その後は14日間、すべて
の供試馬の臨床観察を記録するとともに、鼻咽頭
スワブを採取し、ウイルスの分離および定量に供
した。攻撃時のCL11に対する幾何平均VN抗体価
は、Y10群がLP93群よりも4.6倍高かった一方で、
両群の幾何平均HI抗体価はほとんど同じであっ

た。攻撃後の臨床観察において、Y10群の発熱、
鼻漏や咳嗽などのEIに関連する症状は、いずれも
LP群のものよりも、期間が短縮されるとともに
軽度であったことが示された。この差は、両群間
における攻撃時のCL11に対するVN抗体価の差を
反映していると考えられた。一方、群間の幾何平
均HI抗体価には差がほとんど認められなかったこ
とから、VN試験のほうがHI試験よりも高いウイ
ルス特異性を有していることが示唆された。以上
のことから、EIワクチン株がLP9からY10に置き
換えられたことにより、近年、英国およびアイル
ランドで支配的に流行しているFc2のA144V変異
株に対する予防効果が向上することが、宿主であ
る馬において示された。

州の中でも英国やアイルランドでは、ヘマグル
チニン （HA） 蛋白質の144番目のアミノ酸である
アラニンがバリンに変異 （A144V） した株が出現
し、2012年以降はそれらの国の分離株のすべて
が同変異をもつに至った。同変異部位は、H3ウ
イルスの抗原性状を変化させると予測される部位 

（Site A） に位置し、当時のワクチンによる予防効

果に変化を生じさせていることが予測された。そ
こで、交差ウイルス中和（VN）試験により、抗
原性の変化を評価したところ、LP93に対する馬
抗血清はA144Vの変異をもつウイルスに対して、
VN抗体価では8 ～ 10倍の低下を示し、当時の日
本製ワクチンのA144V変異株のワクチン効果の
低下が示唆された。
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エコー輝度の変動係数を用いたヒトアキレス腱における
コラーゲン線維配列の定量化

Quantifi cation of collagen fi ber orientation in human tendons with the coeffi  cient of 
variation of echogenicity

Tomonobu Ishigaki, Masahiro Kouno, Toshihiro Ikebukuro, Keitaro Kubo

Journal of Biomechanics 2016, 49: 3923-3927

競馬総合研究所　運動科学研究室　高橋佑治

腱の超音波検査をした際、その画像のグレース
ケール分散はコラーゲン線維が一列に配列する
と減少する可能性がある。なぜなら、コラーゲ
ン線維配列によって腱内の音響異方性が変化する
ので、超音波信号の強度もそれに伴い変化する可
能性があるためである。本研究の目的はアキレス
腱におけるエコー輝度の変動係数の変化を、受
動的な背屈（angle task）と等尺性底屈運動（the 
contraction task）中に測定することとした。

14名の健康な被検者に以下のtaskを行わせた。
片方の脚で+20°から-20°（正の値が底屈、０°は
足底面が脛骨と90°をなす姿勢）の範囲で10°ず
つ足関節角度を変化させるangle taskを、下腿三
頭筋をリラックスさせた状態で行った。また、も
う一方の脚で最大随意収縮（MVC）の０％から
70％の負荷でcontraction taskを行った。それぞ
れのtaskの各強度において、7.5MHzのリニア型
プローブを用いてBモードで超音波検査を実施し、
アキレス腱横断面を描出した。そのグレースケー
ル画像において、エコー輝度を256階調で評価し

（黒を0、白を255）、変動係数を各画像で測定した。
さらに、各taskの前半の強度（angle taskでは+20
～０°、contraction taskでは０～ 30%MVC）と後
半の強度（angle taskでは０～ -20°、contraction 

taskでは40 ～ 70%MVC）における変動係数の変
化の程度を比較した。

背屈角度が増加する（角度がマイナスになる）、
または等尺性収縮の強度が増加するにつれてエ
コー輝度の変動係数は減少した。さらに、エコー
輝度の変動係数の変化の程度はangle taskにおい
ては、より背屈していた方（後半の強度）が、
contraction taskでは低い負荷の方（前半の強度）
が高かった。これらの結果は、腱が伸張すること
でコラーゲン線維が一列に配列したことと、エ
コー輝度の変動係数の減少が関連していることを
示唆していると考えられた。

通常、腱のエコー輝度は腱内のコラーゲン線維
配列と密度によって決まると考えられている。ま
た、プローブを当てる角度によっても腱のエコー
輝度が変化することが報告されている。さらに、
腱が伸張されることで、コラーゲン線維の角度の
偏差も減少することが報告されている。そのため
著者らは、腱が伸張されると腱内のコラーゲン線
維が腱に対して平行に配列するようになるため、
その状態でプローブを垂直に当てれば、グレース
ケールの分散はあまりないだろうと仮説を立てて
実験を行った。

著者らの仮説どおり、腱が伸張するようなtask
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を行うと、エコー輝度の上昇とその変動係数の低
下が観察された。また、より伸張される条件で変
動係数の変化の程度も大きかったことから、エ
コー輝度の変動係数は腱コラーゲン線維配列の定
量化に使える可能性があることを述べている。

正常な腱に比較して、傷害のある腱ではコラー
ゲン線維配列が乱れていることが報告されてい

る。本研究で用いられた手法を応用すれば、腱
傷害患者、または浅屈腱炎罹患馬を経時的に撮影
することで、腱コラーゲン配列を把握しながらリ
ハビリを進めることができるかもしれないと感じ
た。さらに、血管新生の程度やエラストグラフィー
と組み合わせることで、より症例に即したリハビ
リプログラムを提供できるようになるもしれない。
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シミュレーション上の球節動作および
損傷の傾向に対する馬場表面および

競走馬の肢のパラメーターの効果のモデル化

Modelling the eff ect of race surface and racehorse limb parameters on in silico fetlock 
motion and propensity for injury

Symons, J.E., D.A. Hawkins, D.P. Fyhrie, S.K. Upadhyaya and S.M. Stover

Equine Veterinary Journal 2017, 49: 681-687

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋敏之

背景：球節は競走馬において損傷が最も起こりや
すい部位であり、複数の病変が存在する場合、球
節は過度に背屈する。蹄に及ぼされる馬場表面の
力は肢の動きに影響するので、馬場表面の構造は
筋骨格への荷重および損傷の危険性に影響する。
馬場表面の構造は、制御可能な因子の関数である。
このように馬場表面の設計は、肢の動作を変化さ
せることにより筋骨格損傷の発生率を低下させる
可能性を持つ。しかし、馬場表面構造と競走馬の
肢の動作との関係は不明である。
目的：下肢部の動作に対する馬場表面および競走
馬の肢のパラメーターの変化の効果を決定するこ
と。
研究デザイン：有効性が確認され統合された競走
馬および馬場表面のコンピューターモデルを用い
て、馬場表面と競走馬の肢のパラメーターを変化
させたときのシミュレートによる球節動作の感度
分析。
方法：平均垂直スティッフネス、上層の深さ（クッ
ション層）および直線スティッフネス、水平方向
摩擦力、腱および靭帯構造、蹄球着地時の球節の
位置などが異なる仮想の馬場表面に対するシミュ

レーションから、襲歩のスタンス期における球節
の動作を決定した。
結果：馬場表層の深さは球節の動作に最大の変化
を与え、薄い表層では大きな球節の背屈が生じた。
馬場下層（ベースまたはパッド）構造の変化（非
直線的）、および掌側の靭帯および腱のスティッ
フネス変化では、球節の変化は少なかった。水平
方向の摩擦力と球節の位置は、球節の動作に１°
よりも少ない変化しか起こさなかった。
主な制約：シミュレートされた球節の動作は、特
定の1頭のウマの解剖学的構造をコンピューター
モデルに反映させただけであること。個体による
解剖学的な相違は、肢の屈曲程度に影響する可能
性があるが、変化させた馬場表面の構造に対して
は同様の動作が起きる可能性が高い。
結論：メインテナンスにより影響される馬場表面
のパラメーターは、検討された他のパラメーター
よりも球節の動きに大きな変化を起こした。シ
ミュレーションは損傷率を低下させるための馬場
表面や管理に関する情報を提供できる。

馬場には多くの種類がある。そのため、各種の
馬場を作り、それぞれの馬場特性が馬の動きに及
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ぼす影響を調べるためには、膨大な資金と時間が
必要となるので、このような関係をシミュレー
ションにより調べる方法は非常に価値がある。し
かし、今回、シミュレーションにより馬場および
腱靭帯の特性との関係を評価された球節の角度
は、走行中の損傷と直接関係する指標ではない。
球節角度は蹄にかかる床反力と関連すると考えら
れる。しかし、垂直方向床反力は、日本の芝とダー
ト馬場では芝の方が高く、ダートで低い値が測定
されているが、競走中の事故は床反力が低いダー
ト馬場で高いことから、損傷と直接関連している
とはいえない。また、米国においても、ダートと

合成素材馬場では、ダートにおける事故率が高い
ことが知られているが、今回報告では、球節角度
に対する馬場の影響は見られなかった。そのため、
今回報告された球節角度に対する馬場特性や馬体
構造の相違のシミュレーションのみから、損傷の
少ない馬場を評価することはできないと考えられ
る。今後は、走行中の損傷に、より関連が深いパ
ラメーターを疫学や実際に馬場における馬体動作
の測定により探し出し、その因子に対するシミュ
レーションにより、安全な馬場を探求してゆく必
要がある。
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学会見聞記

第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

平成29年９月８から９日に、宮崎県シーガイ
アコンベンションセンターで開催された第43回
日本整形外科スポーツ医学会学術集会に参加した
ので、その概要を報告します。

日本整形外科スポーツ医学会は1975年に第１
回が開催され、現在では2000名を超える会員が
所属している。第43回目となる今回は総演題数
が400題程度であり、腱や靱帯を含めたスポーツ
医学に関する臨床的な調査研究が数多く報告され
た。国内において整形外科を対象とした学会は複
数存在するが、その役割は緩やかに区別されてい
る。昨年参加した日本関節鏡・膝・スポーツ整形
外科学会では手術やその治療法が対象であり、日
常生活への復帰を意図する本来の意味であるリハ
ビリテーションに関する研究調査が含まれるのに
対して、本学会はスポーツ競技への復帰を意図し
たアスレチックリハビリテーションが主目的であ
る研究が多いとのことであった。実際に、多くの
演者が何らかのスポーツのチームドクターを担っ
ているためか、治療という観点だけではなく、パ
フォーマンスの向上につながるトレーニングに関
しても考察され、議論の対象となっていた。

以下に、２つの演題の要旨および発表内容を一
部引用して概要を報告する。

○スポーツ外傷に対する高気圧酸素治療
柳下和慶（東京医科歯科大学）

演者らは、高気圧酸素治療（HBO）を様々な
疾患に対して用いており、年間延べ2000人以上
に実施しているとのことであった。今回はスポー
ツ外傷に対するHBO治療の現状についての講演で
あった。

高気圧酸素治療（Hyperbaric Oxygen Therapy: 
HBO）とは、特殊な治療装置を用いて、２～３気
圧に加圧し、純酸素を60 ～ 90分吸入する治療法

である。国際的に多岐にわたる病態への適応につ
いてコンセンサスを得ている。1990年代より創
傷治癒目的でのHBOの適用が注目されており、特
に米国では創傷治癒センターにおいて重要な治療
法と位置付けられている。

昨今、スポーツに関連する軟部組織外傷に対
してもHBOが注目され、臨床的報告がされて
いる。Horieらは、ラット骨格筋損傷モデルに
おいてHBOにより損傷後３日でMyoD 、５日で
Myogenin 、IGF1のmRNA発現量および５日目の
MyoD陽性細胞数が高値となったことを報告し、 
HBOによる筋衛星細胞の分化、筋芽細胞の成長促
進を示唆した。Mashitoriらはラット膝内側側副
靱帯（MCL）損傷モデルにて、HBO群での損傷
後14日における最大破断強度の有意な上昇と、
損傷後７日、14日におけるType1procollagenの
mRNA発現の有意な上昇を報告した。演者らは、
ラグビートップリーグ選手での膝内側側副靱帯損
傷に対してHBOを用い、早期の競技復帰を認めて
いる。また、他にも骨折治癒促進に関する報告も
散見されている。

捻挫、打撲などのスポーツ外傷の急性期では、
受傷組織は血管透過性の充進により腫脹し、血
管から末梢組織までの距離が拡大することで酸
素拡散距離が大きくなり、組織低酸素環境とな
る。外傷の初期治療の基本はRICEであり、特に
アイシングでの患部冷却により腫脹軽減を目指
すが、一方で血管収縮により組織低酸素環境が
増幅することが危倶される。HBOは組織低酸素
環境を改善し、従来のRICE治療に追加される治
療と位置付けられる。

昨今、空気やごく低濃度増量した酸素を用い、
1.3気圧程度まで加圧する「高圧カプセル」が汎
用されている。例えば、空気を1.3気圧加圧した「高
圧カプセル」では酸素運搬量は約３%増量するの
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みであり、大気圧で50%酸素を吸入した時の酸素
運搬量よりも低値である。「高圧カプセル」は酸
素増量による薬理作用はほぼ認めず、治療として
の「高気圧酸素治療」とは異なるカテゴリーのも
のである。「高圧カプセル」は高気圧酸素治療と
は異質のものであり、酸素増量としての有効性は
極めて懐疑的である。また、身体の一部を専用カ
プセル内に入れて、圧力下で酸素濃度を増加させ
る局所的な治療法も報告されているが、それにつ
いても治療効果は懐疑的である。

発表後のディスカッションにおいて、「急性
期と慢性期ではどちらで効果が高く得られるの
か？」という質問があった。演者らは急性期にお
ける治療効果が高いと考えられているとした上
で、米国では治療初日（急性期）では１日に複数
回のHBO治療が推奨されていることを紹介した。
ただし、何回も実施することによる真の治療効果
の向上は不明とのことであった。

HBOは血中溶存酸素濃度を高めることが可能で
あり、様々な治療効果がヒト医療では得られてい
る。ウマに対するHBOの研究においても、様々な
疾患に対する治療効果が報告されている。演者ら
はスポーツエリートの腱靱帯損傷に対してHBOの
効果が認められ、競技復帰までの期間が短縮され
たことを報告した。競走馬においても、腱靱帯損
傷や骨折に対するリハビリテーションに応用する
ことができると考えられる。

その一方、酸素濃度が高くなるHBOに関しては、
発火や事故を防ぐため、安全性に十分配慮する必
要がある。特に日本の冬季では空気の乾燥による
静電気が生じやすいため、相当な対策がなされる
べきであろう。ウマ医療においては、まだ手軽な
ツールであるとはいえないが、有用な治療法とし
て今後の発展を期待したい。

○剪断波の可視化を可能とした新たなエラストグ
ラフィー（Color Doppler Shear wave Imaging : 
CDSWI） による筋弾性評価

金谷裕司（自治医科大学） 
近年、非侵襲的に組織内部の硬さを評価する超

音波エラストグラフィー技術が改善され、測定精
度や信頼性が向上している。今回は、更に新しい

技術を用いて筋肉の硬さを評価した報告であった。
運動器診断やリハビリテーションの効果判定

として、剪断波エラストグラフィー（shearwave 
elastography）を用いた組織の弾性評価が報告さ
れている。剪断波を発生させる方法は幾つかあ
るが、最も普及しているのはAcoustic Radiation 
Force Impulse:ARFI法である。剪断波エラストグ
ラフィーでは、組織内に剪断波を伝播させ、その
伝搬速度を測定することによって、組織の硬さを
計算している。しかし、剪断波は弾性率の異なる
境界で屈折するために、完全に同一方向に伝搬す
るという仮定が満たされない場合が多い。最近で
は、剪断波の組織内の伝搬が非常に複雑であるこ
とが分かっており、この現象を十分に考慮しない
方法では、計測の精度や信頼性が低下することが
明らかとなっている。

組織内を伝搬する剪断波の様子を可視化できれ
ば、伝搬速度測定の精度向上・硬い組織内での反
射・屈折状況の観察ができる。群馬大学で開発さ
れた新たな画像化法（Color Doppler Shear Wave 
Imaging: CDSWI）は、剪断波の伝搬状況をリア
ルタイムに２次元画像化することができるため
に、伝播速度測定における最適条件について検討
することが可能となった。今回、その方法を用い
て健常者の肩周囲筋や上肢筋肉を測定した成績が
報告された。

健常者５人を安静座位で僧帽筋、三角筋を、安
静臥位で上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋の左右合
わせて計10筋肉における筋肉内の剪断波伝搬速
度（m/s）を３人の検者で３回測定した。

その結果、平均伝搬速度と級内相関係数は、僧
帽筋5.1土0.8 m/s、ICC （1.3）：0.712、 ICC （2.1）：
0.801 。 三 角 筋11.2土6.0m/s 、ICC （1.3）：0. 
696 、ICC （2.1）：0. 889 。上腕二頭筋3.9±0.5 
m/s 、ICC （1.3）：0. 811 、ICC （2.1）：0. 889 。
上 腕 筋4.3土0.6 m/s 、ICC （1.3）：0. 816 、ICC 

（2.1）：0. 801。腕橈骨筋3.8±0.6 m/s、ICC （1.1） 
：0. 792 、ICC （1.3）：0. 890であった。

僧帽筋、上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋で高い
信頼性が得られた。数値の変動の原因には組織に
対するコンプレッションやプローブの位置など
が考えられた。これらについては、 ２次元画像化
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された剪断波の伝搬様式を観察した上で、Bモー
ド画像と比較することによって、計測精度の向上
が見込まれると考察していた。一方、三角筋の計
測値に関しては一定の数値が得られない上に、
10m/s以上という、消しゴムの硬さ以上という測
定結果となった。これは三角筋が本法での測定に
適応しない可能性、または安静座位という姿勢自
体が三角筋にテンションをかけてしまっているた
めに、筋硬度上昇を引き起こしている可能性が考
えられた。

演者らは、剪断波エラストグラフィーを用いて
筋肉の硬さを評価したところ、検者内信頼性（同
じ検査者が同一部位を繰り返して検査した結果を
比較する）と検者間信頼性（異なる検査者が同一
部位を検査した結果を比較する）がそれぞれ良好
であったことを報告した。

近年、競走馬の浅指屈筋腱に対する超音波エラ
ストグラフィーが報告されているが、多くはスト
レイン方式の超音波エラストグラフィーを用いた
ものである。しかし、ストレイン方式は、検査者

が対象組織に規則的な圧力をかける必要がある
上、その測定結果は相対的な評価である。そのた
め、検者間信頼性を高くするためには、十分なト
レーニングが必要であり、検者間の操作手技およ
び評価方法を統一しなければならない。その一方、
剪断波エラストグラフィーは規則的な圧力負荷は
必要とされない。また、測定結果は上記演題のよ
うに、評価しやすい指標である速度で示される。
そのため、剪断波エラストグラフィーは信頼性が
比較的高いと考えられている。

しかしながら、演者らは剪断波エラストグラ
フィーであっても、プローブによる初期圧や伝播
する剪断波の屈折や反射、および測定対象筋の緊
張・弛緩によって測定値にばらつきが生じること
を指摘している。

剪断波エラストグラフィーは、競走馬の筋肉お
よび腱を非侵襲的かつ信頼性高く評価するために
有用だと考えられるが、そのためには、基本的な
調査研究から実施する必要があると考えられた。

（田村周久）

第72回日本体力医学会大会

獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに
日本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても
過言ではない。そのような現状から、運動科学研
究室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒト
のスポーツサイエンスの学会に参加して、最先端
の研究から継続的に学び、新たな研究へのヒント
を得ることは不可欠である。

日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されている日本最大規模のスポーツサイエン
スの学会であり、今年は第72回大会が愛媛県で
開催された。以下に発表演題および今後の研究に
有益と思われた演題を紹介する。

◯低酸素トレーニングはサラブレッドの走能力を
再強化できるか？

江口諒太ら（山口大学）
低酸素トレーニングは、主に持久性運動能力向

上を目的として広範囲なヒトの競技において採用
されている。我々は、サラブレッドにおいて4週
間の低酸素トレーニングが毛細血管密度および
最大酸素摂取量を増加させる可能性を報告した。
本研究では、常酸素走下のトレッドミルによるト
レーニングを一定期間行い、最大酸素摂取量の増
加が頭打ちになったサラブレッドに対し、低酸素
環境下でのトレッドミルトレーニングが効果的で
ある否かについて生化学的アプローチにより検討
することを目的とした。方法は、サラブレッド（年
齢7.0 ± 2.0歳、体重483 ± 24㎏）５頭に対し
て４週間の常酸素下において週２回のオールアウ
ト運動を行った後、３週間の低酸素下（酸素濃度
15％）において週２回のオールアウト運動を行っ
た。その期間中に、トレッドミルによる運動負荷



（73）

試験と筋バイオプシーを複数回実施した。中殿筋
のバイオプシーサンプルは、酵素活性の定量（コ
ハク酸脱水素酵素およびホスホフルクトキナーゼ
活性）、血管新生関連分子、およびサテライトセ
ル活性化因子などのメッセンジャー RNAの発現
量の相対定量（リアルタイムRT-PCR分析）に用
いた。結果、低酸素トレーニングによって、コハ
ク酸脱水素酵素活性は変化しなかったが、ホスホ
フルクトキナーゼ活性および最大酸素摂取量の増
加が確認された。また、サテライトセル関連分子
のPAX7のメッセンジャーRNA発現は増加したが、
他は変化が認められなかった。以上のことから、
低酸素下でのトレッドミルトレーニングは筋の解
糖能を改善しており、低酸素トレーニングの有効
性が示唆された。

サラブレッドの低酸素トレーニングの有効性を
示した研究であるが、筋の生化学分析によっても
直接的に酸素摂取量の増加を示すデータは示され
なかった。サラブレッドは、ヒトと比較して、低
酸素トレーニングの効果が酸素摂取量やパフォー
マンスの向上として現れやすいことから、引き続
きそのメカニズムについて検討していく必要があ
るものと思われる。

◯低酸素環境下での運動時の動脈血酸素飽和度の
個人差が内分泌応答に及ぼす影響

森　寿仁ら（立命館大学）
動脈血酸素飽和度は、動脈血における酸素分子

とヘモグロビンの結合度合いを示す指標であり、
低酸素環境下においてその値は低下する。また、
低酸素環境下での運動時には動脈血酸素飽和度に
大きな個人差がみられ、標高2500m相当の常圧
低酸素環境下では最大10％程度の差がみられる。
しかし、同一の低酸素環境下における動脈血酸素
飽和度の個人差と内分泌応答の関係については明
らかでない。そこで、低酸素環境下での運動時に
おける動脈血酸素飽和度の個人差が内分泌応答の
個人差に及ぼす影響を明らかにすることを目的と
した。方法は、健康な成人男性16名を対象に、運
動強度65％ V

4

O2maxでの60分間の自転車ペダリ
ング運動を常酸素環境下（吸入酸素濃度20.9%）
および低酸素環境（吸入酸素濃度14.5%）で実施

した。各条件において、運動前、運動終了直後、
運動終了60分後に前腕静脈からの採血を実施し
た。低酸素環境下での運動時の動脈血酸素飽和度
の値（SpO2）を基に、被験者を平均値＋0.25SD
以上（HIGH群）、平均値－0.25SD以下（LOW群）
の2群に分け、内分泌応答を比較した。その結果、
運動時の相対的運動強度には両群で有意な差は
みられなかったが、動脈血酸素飽和度はLOW群

（79.8±1.7％）がHIGH群（86.6±1.4％）に比較
して有意に低値を示した。一方、血中乳酸、グル
コース、成長ホルモンおよびコルチゾール濃度に
はいずれの時点においても両群間で有意差は認め
られなかった。以上のことから、同一酸素濃度下
における運動時の動脈血酸素飽和度の個人差は内
分泌応答に影響しなかった。

本発表におけるヒトの吸入酸素14.5％時の運動
中の動脈血酸素飽和度は、サラブレッドの常酸素
下での運動中の動脈血酸素飽和度とほとんど同じ
値であり、このことが、サラブレッドのトレーナ
ビリティーの高さの一因であると考えられた。ま
た、動脈血酸素飽和度の個人差は予想以上に大き
いものの、動脈血酸素飽和度の違いがホルモンに
影響するには、ある一定以上の差が必要であると
考えられることから、トレーニングを行う際、こ
の個人差はそれほど考慮しなくても良いのかもし
れない。

（大村　一）

◯GPS調査に基づいた競走馬のトレーニングプロ
グラムがサラブレッドの有酸素能力や骨格筋特性
に与える影響

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】効果的な競走馬のトレーニングプログ

ラムの構築には競走馬の調教師および科学者が大
きな関心を持っているが、調教現場で実施されて
いるトレーニングのバリエーションやそのトレー
ニング効果の相違についてはあまり詳しく調べら
れていない。
【目的】競走馬のトレーニングメニューを調査

し、成績上位の調教師はトレーニング効果が大き
い調教を実施しているという仮説を検証すること。
【方法】1）808頭の競走馬にGPSデータロガー
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を装着し、各馬のトレーニングを約１ヶ月間記録
した。２）サラブレッド7頭を用いて、成績上位
および下位調教師のトレーニングをシミュレート
した高強度重視トレーニング（Ｈ群）および中強
度重視トレーニング（Ｍ群）を週５回４週間実施
した。トレーニング前後にトレッドミル運動負荷
テストを実施し、テスト前に中殿筋バイオプシー
を行った。
【結果】 １）成績上位調教師のトレーニングプ

ログラムは下位調教師に比べて、中強度走行距離
が短く、高強度走行距離が長かった。２）両群と
もトレーニング後の運動負荷テストにおいて走行
距離、最大酸素摂取量、心拍出量が増加したが、
群間に差はなかった。トレーニング後、M群では
Type IIx線維の横断面積が増加し、Type IIaおよび
IIx線維の筋サテライトセル数が増加した。
【結論】運動パフォーマンスや有酸素能力はト

レーニングプログラムに関わらず増加したが、筋
線維面積や筋サテライトセル数の増加にはトレー
ニングプログラムの影響が示唆された。

ポスター発表の際に「なぜ中強度重視群の方が
筋肥大したり、筋サテライトセルが増えたんです
か？」という質問を受けた。我々の疑問と同じ疑
問である。そもそもこの実験をする際に、上位調
教師の調教をシミュレートした高強度重視群の方
が中強度重視群よりトレーニング効果が大きいと
いう仮説を立てていた。さらに中殿筋を筋肥大さ
せるには、高強度運動の割合が多い高強度重視群
の方がベターだと考えていたので、今回の結果は
意外だった。今回の結果から推察できる説明とし
ては以下のものが挙げられると返答した。
１）便宜上、中強度という表現を使っているが、
85% V

4

O2maxという強度は比較的高強度であり、
遅筋のみならず、ほとんどの速筋を動員するため、
筋肥大を誘発することができる。中強度重視群は
85% V

4

O2max以上の強度で185秒（週４回）もし
くは210秒（週１回）走っており、高強度重視群
の120秒（週４回）もしくは150秒（週１回）に
比べて運動時間が40-50%長い。110% V

4

O2max強
度の運動時間ではなく、85% V

4

O2max強度以上の
運動時間の違いが筋肥大などの運動適応の違いを
引き起こした可能性があるのかもしれない。

２）スペースの関係で要旨にもポスターにも表
現できなかったが、4週間のトレーニング後に高
強度重視群は有意に体重が減少した（-10 kg; P = 
0.006）のに比べ、中強度重視群の体重減少は有
意ではなかった（-6 kg; P = 0.063）。筋肥大に欠
かせない骨格筋タンパク質合成において、最も重
要な刺激の一つは食餌によるタンパク質の摂取で
ある。今回の高強度重視群ではトレーニング内容
がハードだったため、食欲が落ちた馬が多く、そ
れが体重減少や骨格筋量の低下につながった可能
性が考えられる。

◯エストロゲン受容体遺伝子多型は筋スティフネ
スおよび肉離れ受傷リスクに関連する

熊谷　仁ら（順天堂大学）
肉離れ受傷リスクには関節可動域（ROM）が

関連し、ROMには遺伝要因が50%程度関与するこ
とが知られている。ROMやその主要規定因子で
ある筋スティフネス（硬さ）には性差が存在する。
したがって、ROMや筋スティフネス、肉離れ受
傷リスクには性ホルモン関連遺伝子が関与する可
能性がある。そのため、エストロゲン受容体遺伝
子（ESR1）の遺伝子多型がROMや筋スティフネス、
肉離れ受傷率に及ぼす影響を検討することを目的
とした。

若年男女370名を対象に（コホート１：262
名、コホート２：108名）、下肢伸展挙上テス
トにより股関節屈曲ROMを、超音波剪断波エラ
ストグラフィによりハムストリングの筋スティ
フネスを、質問紙により肉離れ受傷歴を調査し
た。また、TaqMan法により唾液サンプルのESR1

（rs2234693 C/T, rs9340799 A/G）多型を解析
した。rs2234693: コホート１の男性において、
CT型およびTT型ではCC型に比べて筋スティフネ
スおよび肉離れ受傷率が有意に高かった。コホー
ト２の男性においても同様の結果が得られた。
rs9340799: コホート１の女性においてAG型およ
びGG型ではAA型に比べて筋スティフネスおよび
肉離れ受傷率が有意に低かった。これらの結果か
ら、ESR1の遺伝子多型は筋スティフネスを介し
て肉離れ受傷リスクに関連する可能性が示された。

競走馬においても骨折や屈腱炎などの運動器疾
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患は遺伝的要因の関連が示唆されており、現在
競理研において、骨折発症の原因となる候補遺
伝子を特定するためにゲノムワイド解析を行って
一塩基多型の検出を試みている。演者の講演にお
いて、男性の肉離れ発症率は女性の約2.4倍ある
と述べられていたが、競走馬の屈腱炎もオスの発
症率がメスの約1.6倍あることが報告されている

（Kasashima et al, 2004, Equine Vet J）。さらに日
本のサラブレッド競走馬における屈腱炎の遺伝率
は0.17 - 0.19と報告されており（Oki et al, 2008, 
J Anim Breed Genet）、遺伝的要因がある程度関与
していることが知られている。サラブレッドの腱
スティフネスや球節の関節可動域に性差が存在す
るのかどうかはまだよく分かっていないが、ヒト
の肉離れと似たようなメカニズムがサラブレッド
の屈腱炎にも関連している可能性を感じた。もし、
腱スティフネスを測定することが可能であれば、
このような研究アプローチも面白いのかも知れな
い。

〇間欠的な高強度水泳運動中の水温の違いが骨格
筋のAMPKに与える影響

越中敬一ら（新潟福祉大学）
単離骨格筋において、骨格筋への熱刺激はAMP

キナーゼ（AMPK）を活性化させてインスリン非
依存的な糖取り込みを増加させる。しかし、熱
拡散やホルモン分泌などの様々な要因とのバラン
スが考慮される生体内において、外因的な熱刺激
による加温の影響が骨格筋のAMPK活性に反映さ
れるのかどうかについては不明である。そこで、
水泳中の水温の違いが骨格筋のAMPKのリン酸化

（p-AMPK）に与える影響を検討した。
ラットに間欠的な高強度水泳運動（体重の18%

の錘：20秒水泳運動＋40秒休憩）を８セット負
荷し、運動直後に滑車上筋を摘出してサンプルと
した。その際、水温は26度もしくは40度とし、
安静群は運動群の運動時間と同じ時間いずれかの
水温の水に浸水させた。安静群では、水温の違
いにかかわらず、血中乳酸、筋グリコーゲン、
p-AMPKのレベルに影響は認められなかった。一
方、水温40度での運動では26度の運動と比べ、
血中乳酸濃度とp-AMPKのレベルが有意に増加し

た。筋グリコーゲンレベルに水温による違いは認
められなかった。本実験モデルにおいてラットを
温水に浸水している時間は合計で160秒と極めて
短い。しかしながら、温水下における水泳運動は
生体内において骨格筋のAMPKを活性化させるこ
とが明らかになった。

AMPKは低グルコース、低酸素、虚血または熱
ショックなど、ATPを枯渇させるようなストレス
に反応して活性化されるキナーゼで、細胞内のエ
ネルギー代謝の中心的な調節因子である。AMPK
のカスケードの下流には、ミトコンドリア新生を
担うPGC-1αや血管新生に関わる血管内皮成長因
子（VEGF）があるため、運動トレーニングの適
応においてもAMPKは重要な役割を果たしている
ことが知られている。運動中の環境温度を変える
ことによって、AMPKの活性化が起こると、その
下流にあるPGC-1αやVEGFの発現が変化し、骨
格筋のミトコンドリアや毛細血管の増加、さらに
は有酸素能力の向上につながる可能性がある。

競走馬の調教では、暑い時期にはなるべく涼し
い早朝にトレーニングを実施することが通例と
なっている。ヒトの先行研究において、気温40℃
の環境下で、10日間連続で50% V

4

O2max強度の
運動を45分間×２セット行ったところ、最大酸
素摂取量が６% 、タイムトライアルのパフォーマ
ンスが７%向上したという報告がある（気温13℃
で同様の運動をしたコントロール群では、トレー
ニング前と比較してすべての項目で変化がなかっ
た；Lorenzo et al, 2010, J Appl Physiol）。もちろ
ん、競走馬の健康状態をしっかりとモニタリング
しながら、トレーニングを実施することが前提に
なるが、楽をしていたら速く走れるようにはなら
ないのも事実である。しかも日本において競馬は
早朝には実施されない上に、暑い時期にも競馬は
開催されている。レースへの適応という観点から
は、なるべくレースに近い環境で、レースと同様
の運動をする必要があるのは間違いないだろう。
トレーニング効果を増大させるために、あえて暑
い時間帯にトレーニングをするという選択肢もあ
りなのかもしれない。

（向井和隆）
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◯低酸素環境と常酸素環境下での自転車運動中の
下肢筋群における筋活動の違い

大沼勇人ら（国立スポーツ科学センター）
低酸素トレーニングによるスプリント能力向上

には骨格筋の適応が影響していることが報告され
ているが、それらに関する知見は十分ではない。
本研究は、低酸素環境および常酸素環境下での自
転車運動中の下肢筋群の筋活動の違いを明らかに
することを目的として実験を行った。

健康な若年男性14名を対象に、低酸素（13.4％）
および常酸素環境（20.8%）下において、自転車
運動における血中乳酸濃度、動脈血酸素飽和度、
心拍数、大腿部（大腿直筋、外側広筋、内側広筋、
大腿二頭筋）の表面筋電図を計測した。導出した
筋電図から、積分筋電図および平均周波数を算出
した。周波数解析には連続ウェーブレット変換を
用いた。

いずれの筋においても、負荷の増加とともに積
分筋電図は増加したが、環境条件間で有意な差は
見られなかった。内側広筋の平均周波数は負荷の
増加とともに低下したが、その程度は環境条件間
で有意な差は見られなかった。また、各環境間に
おける平均周波数の値も有意な差は認めなかっ
た。外側広筋の平均周波数は負荷の増加とともに
低下し、その程度は環境間で変化を認めなかった。
また、各負荷における平均周波数を比較すると、
常酸素環境よりも低酸素環境で有意に高かった。
大腿直筋および大腿二頭筋の平均周波数に有意な
差は見られなかった。同じ負荷量であれば、低酸
素環境における自転車運動は、常酸素環境におけ
る自転車運動と比較して、主動筋となる外側広筋
の平均周波数を高めることが明らかとなった。

低酸素下の運動では、相対的な運動強度が強い
ことで運動単位をより動員させるという報告や、
反対に、低酸素状態では神経系が動員されにくく
なることで動員される運動単位が減少するといっ
た先行研究もあり、ヒトにおいては筋電図変化が
認められている。ウマにおいても低酸素トレーニ
ングは有酸素能力を向上させることは明らかと
なっているが、骨格筋の適応に関する知見は十分
でない。低酸素下での筋電図を測定すれば、それ
らの理解が深まるかもしれない。

◯サイドカット初期のかかと接地と膝前十字靭帯
損傷発生タイミングの関連
～膝外反＋内旋複合ストレスの発生頻度に着目し
て～

小笠原一生（大阪大学）
膝前十字靭帯（ACL）損傷は着地やサイドカッ

ト動作（接地した脚の反対に進行方向を変更する
動作）の減速初期に生じるとされており、具体的
には40ms以内での発生が疑わしいと報告されて
いる一方、根拠についての報告はない。我々は後
足部接地が膝外反＋内旋複合メカニズムを高頻度
に惹起すると報告した。この機序が接地初期に多
発するのであれば、ACL損傷発生タイミングの根
拠として踵接地が考えられる。そこで、本研究の
目的は後足部接地によって接地初期の外反＋内旋
複合頻度が高まるかを検証することとした。

25名の健常女性ハンドボール選手を対象に前
足部のみ接する前足部条件と後足部から接する後
足部条件のサイドカットをそれぞれ10試行実施
した。その際、膝に作用する外的な内/外反およ
び内/外旋モーメントを算出した。スタンス期を
０～ 100%にtime normalizeし、各時間ポイント
で外反と内旋モーメントが複合した頻度を足部条
件ごとに算出した。頻度の差はカイ二乗検定で比
較した（p<0.01）。

後足部条件は最初の０～ 39%まで前足部条件
に比べて外反＋内旋複合頻度が有意に高いまま時
間推移した（p<0.01）。最も頻度の差が著しかっ
たのは、実時間で最初の約10msであり、およそ
50％の開きがあった。サイドカットの特性上、
後足部接地でスタンス期が始まり得る。この事が、
接地初期に膝外反＋内旋を惹起しACLにストレス
を与えると考えられた。

ヒトの膝関節は1軸性の関節であり、矢状面以
外の動きには非常に弱い。ウマの四肢の関節も１
軸性の関節であるため、種子骨靭帯断裂やプレー
ト固定適応の骨折などの重篤な故障もこのような
複合的な力が関連している可能性が考えられた。

◯負荷の異なる下腿三頭筋遠心性収縮運動がアキ
レス腱の血液循環およびコラーゲン線維配列に与
える影響
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石垣智恒ら（東京大学）
下腿三頭筋遠心性収縮運動（ECC）は、アキレ

ス腱炎の効果的な治療方法であるが、その治癒メ
カニズムは不明である。本研究の目的は、異なる
負荷でのECCによるアキレス腱の血液循環および
コラーゲン線維配向の変化を比較することとした。

健常男性13名を対象に、一側下肢で低負荷
（50％ 1RM 180回）、他方で高負荷（120％ 1RM 
75回）でのECCを行った（いずれの負荷も仕事
量の合計は同じ）。レーザー組織血液酸素モニ
ターを用いて、腱内血液の酸素下ヘモグロビン量

（Oxy）、全ヘモグロビン量（THb）および酸素飽
和度（StO2）を測定した。また、最近我々は、腱
コラーゲン線維の配列に伴い、腱超音波横断画像
における輝度変動係数が減少することを報告した

（Ishigaki et al. J Biomech 2016）。それに基づき、
腱コラーゲン線維配向は、腱の超音波横断画像に

おける輝度変動係数から推定した。全ての測定は、
運動前の安静時および運動終了後40分間に亘っ
て実施した。

ECC後に増加したStO2が20分後までに安静レベ
ルに戻った一方で、Oxyは30分間、THbは40分間
に亘って安静時よりも増加した。輝度変動係数は、
ECC後40分間に亘って安静時よりも減少した。し
かしながら、全ての測定項目の変化において、負
荷強度間での差は認められなかった。本研究から、
仕事量が等しければ、ECCは負荷強度に関わらず、
同 程度に腱の血液循環およびコラーゲン線維配列
を変化させることが示唆された。

運動後にはアキレス腱への血流が豊富になるた
め、上記のような結果となることが推察される。
競走馬の屈腱炎罹患馬に対しても、リハビリ期に
は低負荷の運動や、血流を増加させるような処置
が効果的であると考えられた。　　　（高橋佑治）

第160回日本獣医学会学術集会

平成29年９月13 ～ 15日に鹿児島大学（鹿児
島県）で開催された第160回日本獣医学会学術集
会に参加したので、その概要を報告します。

日本獣医学会企画・司宰機関共催（第13回獣医
学教育改革シンポジウム）

「医学教育と獣医学教育の向上及び国際認証に向
けて」
１．共同獣医学過程による獣医学教育の向上と国
際認証の取得

倉園久生（帯広畜産大学）
２．VetNorth Japanの現状について

稲葉　睦（北海道大学）
　　VetJapan Southの現状について

佐藤晃一（山口大学）
有村卓朗（鹿児島大学）

近年、獣医学教育や獣医師に対する社会の期待・
要請は著しく増大しており、以下の社会的要請に
対応することが獣医学教育を担う大学の喫緊の課

題となっている。（１）食の安全に対する関心の
高まりや動物由来感染症の拡大、飼育動物の疾病
などの多様化に対応する人材の養成、（２）国境
を超えた動物由来感染症への対応や、農林水産物・
食品の輸出入の拡大などの防疫需要の増大に対応
しうる国際性を備えた人材の養成、（３）獣医師
の職域の多様性に対応する教育の実践。

平成20年、大学における教育課程の共同実施
制度が創設され、帯広畜産大学と北海道大学は共
同獣医学課程（VetNorth Japan）、山口大学と鹿児
島大学は共同獣医学部（VetJapan South）をそれ
ぞれ開始した。両大学の教育資源を集結して新た
な獣医学教育体系を構築し、これまで１大学だけ
では成しえなかった獣医学教育を実施している。
その主な特色は以下の通りである。（１）獣医学
教育を巡る世界の動向を踏まえて国際的通用性を
確保、（２）わが国の獣医学教育において不十分
と指摘されている産業動物臨床教育、先端的伴侶
動物臨床教育、公衆衛生教育などの充実、（３）
基礎生命科学を中心とした基礎獣医学教育、野生
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動物医学および国際基準の動物実験に関する教育
の充実、（４）講義は教員の移動および遠隔講義
システムを活用することにより、また、実習は適
切なフィールドを提供できる大学などへ教員・学
生を移動させることにより、効率的かつ有効な教
育を実施、（５）「農業・食品、人間の健康と福祉
及び環境問題」などに興味をもたせる教育の実施、

（６）獣医師としての基礎知識・技能を更に向上
させるため、「職域等に応じた専門コース」をア
ドバンスト科目として複数設置。

現在、世界の多くの獣医系大学が欧米認証の取
得を目指しているほか、OIEの先導により国際認
証ワーキンググループ（International Accredita-
tion Working Group : IAWG）が結成され、獣医
学教育認証の国際的な統一が図られている。共同
獣医学課程および共同獣医学部で構築した獣医学
教育体系が欧米の獣医学教育と同水準であること
を立証し、卒業生が欧米の獣医師と対等に仕事が
できるように、平成32年の欧州獣医学教育認証
取得を目指している。

鹿児島大学には日本軽種馬協会が全国競馬・畜
産振興会の助成を受けて設立した軽種馬診療セ
ンターがあり、馬に関する教育ができる教員が3
名在籍していることから、国内ではトップクラ
スの教育体制が整備されている。また、本年3月
に附属動物病院（小動物診療センター）を新設
し、旧動物病院を大動物診療センターに改築。
さらに、実験動物施設は国際実験動物ケア評価
認証協会（AAALAC International: the Association 
for Assessment and Accreditation of Laboratory 
Animal Care International）の認証を取得済みで
ある。ご多忙中、これらの施設を案内してくださっ
た帆保教授に感謝０申し上げる。ただ、どこの大
学も馬がネックとなっており、鹿児島大学と帯広
畜産大学以外は、現実的には国際認証の条件を満
たすのは困難だと思われる。

（太田　稔）

○ウマの皮膚電気抵抗値は発汗を反映する？
青山真人ら（宇都宮大学）

ウマの発汗に関して、体温調節における機能や
運動についての報告があるが、精神性発汗につい

ては報告がない。ウマも人と同様に精神性発汗を
するならば、これがウマのストレスを評価する新
たな指標となることが期待できる。そのためには、
微量な発汗でも迅速に検出できる発汗の評価方法
が必要となる。本研究では、ウマの皮膚の電気抵
抗値が発汗の指標となり得るか否かについて検討
した。供試馬は、乗馬クラブで飼養管理されてい
るサラブレッド種７頭を使用した。実験は2015
年４月から８月（以下、夏毛期）および同年11
月から2016年２月（以下、冬毛期）の間行った。
ウマの頚部、腰部、殿部の３部位について、その
皮膚電気抵抗値を測定した。皮膚電気抵抗値は、
部位間の差、約30分間の運動による変化、気温
との相関、のそれぞれについて検討した。各個体
について皮膚電気抵抗値は４～ 12回測定を行っ
た。結果、夏毛期において、測定部位および運動
の前後の皮膚電気抵抗値について統計解析を行っ
たところ、頚部は殿部に比較して有意に低く、ま
た、運動後の皮膚電気抵抗値は運動前に比較して
有意に低かった。加えて、皮膚電気抵抗値と気温
との相関について、各個体、各部位、運動の前後
別についての相関係数を調べたところ、７ヶ所に
ついて有意な負の相関を認めた。また、夏毛期ほ
ど顕著でなかったものの冬毛期においても同様の
結果が得られた。先行研究より、ウマの発汗は部
位により差があり、頚部は発汗量が多く、殿部は
少ないことが報告されている。本研究より、ウマ
の皮膚電気抵抗値は発汗量が多い部位において低
値を示し、運動により顕著に減少し、気温との負
の相関関係があることから、発汗量を鋭敏に反映
していると考えられた。

皮膚電気抵抗値が汗の量と負の相関があること
を示した研究であるが、個体によってはその精度
が低いものも認められ、まだまだ改良の余地があ
る方法であると思われる。簡易な装置によって皮
膚電気抵抗値が測定できることから、測定部位を
増やすなどして全体として精度を向上すれば、応
用範囲は広いのかもしれない。

（大村　一）

○ドラッグデリバリーシステムとしてのミルク由
来エクソソームの可能性
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渡辺大裕ら（酪農学園大学）
われわれは京都大学再生医科学研究所とともに

薬物の徐放を目指したドラッグデリバリーシステ
ム（DDS）のウマ臨床への応用について取り組ん
できた。一方、演者らは薬物を目的部位に輸送す
る手段としてのDDSについて検討していた。興味
を抱いたポイントは、ミルクエクソソームをDDS
として使用するアイデアにあった。エクソソーム
とは細胞から放出される50 ～ 150nmほどの膜小
胞であり、核酸やタンパク質を内包し、細胞間情
報伝達機能を有することから、DDSにおける薬剤
輸送体として期待されているそうだ。

現在、DDSに応用できるエクソソームの供給源
は細胞培養上清に依存しているが、残念ながら培
養上清から回収できる量は僅かであるため、安定
的に高い収量が期待できるエクソソームの供給源
が求められている。この研究背景の下、演者らは
牛乳から回収可能なミルクエクソソームに着目し
た。このミルクエクソソームの収量は細胞培養上
清の200倍にもなると報告されているようである。

本研究では、培養上清からの分離法と概ね同様
な超遠心条件でミルクエクソソームを分離できる
ことを明らかとした。電子顕微鏡観察で140nm
程度の小胞が大量に精製されていることやウェス
タンブロット法によりエクソソームに含まれる
タンパクも確認していた。また、蛍光標識したミ
ルクエクソソームが犬由来細胞へ取り込まれるこ
とも報告していた。興味深かったのは、黄色ブド
ウ球菌を取り込ませた細胞にもミルクエクソソー
ムが取り込まれていることを確認していたことで
あった。これにより、感染細胞へもミルクエクソ
ソームを利用して抗菌薬をデリバリーできると考
察していた。

講演を聴いて、私には一つの疑問が残った。そ
れは、エクソソームは細胞間情報の伝達機能があ
るために、どの細胞にも入り込みやすいメリット
があると思われる。しかし、DDSとして使用する
際に、エクソソームにどのように薬物をデリバ
リーする細胞を特定させるのだろうか？だ。発表
後は質問が多く、私自身が質問できるチャンスは
なかったので演者らの考えは聞けなかったが、さ
らなる研究の発展を期待したい。

（笠嶋快周）

○ウマ多血小板血漿（PRP）の最適な活性化方法
についての検討

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
多血小板血漿（PRP）は近年ウマ臨床でも多く

利用されているが、PRPの活性化に関する議論は
乏しい。そこで本研究では、ウマPRPに対して様々
な活性化処理を行い、最も高濃度のサイトカイン
を得られる活性化条件を検討した。遠心処理によ
り作製された自己血由来PRPについて、１回凍結
融解または自己血清＋Ca添加による活性化処理
を行った。Ca添加を行ったPRPはゲル化するため、
ゲル沈渣を抽出液中でホモゲナイズして遠心上清
を抽出し、また凍結融解処理したPRPはそのまま
TGFb1およびPDGF-BB濃度を定量し比較した。ま
た凍結融解による活性化については、同一のPRP
に対して１～４回の凍結融解を行って、PDGF-BB
濃度を比較した。

TGFb1定量のプロトコルでは酸処理が必要とな
るが、酸処理後の塗抹標本を観察した結果、凍結
融解処理後でも形態が維持されていた血小板はほ
とんど崩壊しており、活性化処理により血小板か
ら放出されるTGFb1量を厳密に定量比較すること
は困難であった。PDGF-BB濃度は活性化処理によ
り著明に増加したが、活性化方法の相違による濃
度差は認められなかった。また凍結融解したPRP
中のPDGF-BB濃度は1回に比べ、２回および４回
において有意に増加していた。一方、２～４回の
凍結融解による濃度差は認められなかった。これ
らのことから、ウマPRPの活性化処理は、長期保
存が可能で取り扱いが簡便な2回凍結融解法が最
適な方法であると考えられた。

座長あるいはフロアからいくつか質問を受けた
が、多血小板血漿、あるいは血小板そのものにつ
いてのウマ獣医師による知識不足が依然存在する
ように感じた。PRP治療自体は開業獣医師を中心
に広がりをみせている現状があるため、本学会を
含めて多くの場で調査結果報告を行っていきたい
と思う。

○骨格筋におけるコルチコステロン局所合成とプ
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○レグネノロン硫酸抱合体の役割
藤木純平ら（酪農学園大学）

近年、中枢神経などで局所的にステロイドホル
モンが合成されているという報告が認められる。
特に骨格筋で合成されるステロイドホルモンにつ
いては、筋肉が各種サイトカインの分泌組織であ
るというようないわゆる「マイオカイン」論とと
もに注目されている。演者らは骨格筋が局所的に
合成するコルチコステロン（CCS）について、そ
の合成機序や生理的役割を解明するために実験を
行い報告した。

マウス骨格筋筋芽細胞を用いたImmunoblot-
tingを実施した結果、CCS合成酵素の発現を確認
した。一方、CCSの前駆物質であるプレグネノロ
ン（PGN）の合成酵素の発現は認めなかったため、
生殖腺や副腎に見られるようなコレステロールか
らPGNを経由してCCSを合成する経路は存在しな
いと考えられた。また、SDラットの骨格筋に放
射性同位元素で標識したPGN-硫酸抱合体を灌流
した結果、灌流した骨格筋から脱抱合された標識
済PGN 、標識されたPGNより合成されたと思わ
れる標識済プロジェステロンおよび標識済CCSが
検出された。ブピバカインを用いたラット骨格筋
損傷モデルを作製し、損傷筋内CCS濃度および損
傷治癒に関連する遺伝子群の発現量を、損傷2日
後および5日後に確認したところ、損傷筋内CCS
濃度は2日後に増加し、グルココルチコイドレセ
プター遺伝子が2日後、Myf5遺伝子が5日後に発
現量が上昇していた。これらのことから骨格筋で
はPGN-硫酸抱合体を材料としてCCSが合成され、
この経路は筋損傷治癒に寄与していることが示唆
された。

骨格筋におけるマイオカイン研究は近年始まっ
たばかりで、IL-6をはじめとした多くのサイトカ
インで研究が行われている。しかしステロイドホ
ルモン合成に関する研究報告はごくわずかであ
る。今後は先ずマウス、ラットにおけるエビデン
ス収集が課題となるであろうが、将来のウマにお
ける研究も見据えて考えておきたいテーマである
と思われた。

（福田健太郎）

○培養角膜上皮シートを用いた抗菌点眼剤の毒性
検出

　古城智也（鳥取大学）
昨年の獣医学会において、演者らは防腐剤を含

むヒアルロン酸点眼剤が角膜上皮細胞毒性を有す
ることを 示したが、本年は抗菌点眼剤について同
様の実験を行った。まず、ブタ角膜上皮細胞培養
シートを作製し、３㎜の大きさのディスクを作製
した。その後、４種の抗菌薬を含む点眼剤を１日
３回滴下し、その細胞培養シートの伸展面積を測
定することにより点眼剤の角膜上皮細胞への影響
を評価した。調査した抗菌点眼剤は、第３世代フ
ルオロキノロン系のガチフロキサシン、我々も使
用している、ゲンタマイシン、セフメノキシム、
エリスロマイシンの４剤であった。その結果、ガ
チフロキサシンは陰性コントロールである生理食
塩水と同様に良好な細胞の増殖を認めたが、他の
３剤は陽性コントロールである毒性の強い塩化ベ
ンザルコニウムと同様に細胞増殖が抑制された。
これらの点眼剤を比較すると、ガチフロキサシン
を除く３剤には防腐剤として塩化ベンザルコニウ
ムもしくは安息香酸が添加されており、それらが
角膜毒性を有している可能性を示した。しかし、
本研究は市販の点眼剤をそのまま使用しており、
細胞増殖抑制を示した３種の点眼剤に含まれる抗
菌薬そのものが毒性を有している可能性は否定で
きていない。今後は、防腐剤と抗菌薬に分けて検
証していくとのことであった。

発表後、我々の使用している他のフルオロキノ
ロン系抗菌点眼剤の毒性について質問を行った
が、動物用ロメフロキサシンを除くヒト用フルオ
ロキノロン系抗菌点眼剤には防腐剤が含まれてい
ないとのことであった。しかし、本発表には含ま
れていなかったが、防腐剤を含まないフルオロキ
ノロンの中でも細胞増殖を抑制するものもあるこ
と、その反応も細胞の由来する動物種によって異
なることから、すべてのフルオロキノロン系抗菌
点眼剤に毒性が無いとは言い切れないとのことで
あった。我々が使用している抗菌点眼剤も、薬剤
感受性など細菌の増殖抑制効果に注目して選択し
ているが、それらのウマ角膜上皮細胞毒性の報告
は少なく、考慮されていない現状にある。私の個
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人的意見ではあるが、過剰な点眼によって角膜修
復が遅延しているのではないかと感じる症例も散
見されることから、抗菌点眼剤のウマ角膜上皮細
胞に対する影響について調査する必要があると考
えている。

（黒田泰輔）

○塩基性線維芽細胞成長因子とヘパリンがウマ幹
細胞の増殖に与える影響

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
ウマ幹細胞の研究において明らかとなった塩

基性線維芽細胞成長因子（bFGF）とヘパリンが
ウマ幹細胞の増殖に与える影響を本学会で発表し
た。以下に、要旨の一部を引用し、その概要を報
告する。

本研究の背景として、bFGFはヘパリン結合性
タンパク質であり、ヘパリン存在下では作用が増
強されることが知られている。自家由来ウマ幹細
胞を用いた再生医療において、細胞の増殖速度を
更に高めることができれば、必要な細胞数を早期
に得ることができるため、治療までの期間を短縮
できる可能性があると考えられる。本研究の目的
は、bFGFとヘパリンを添加した細胞培養液がウ
マ幹細胞の増殖に与える影響を検討することであ
る。

その方法として、サラブレッド種競走馬5頭の
骨髄から幹細胞を分離培養した。DMEMにbFGF
とヘパリンを添加し、最終bFGF濃度が0 、10 、
100（ng/ml）かつ最終ヘパリン濃度が0、0.001、
0.01 、0.1 、1（IU/ml）になるように15種類の
細胞培養液を調製した。各濃度の細胞培養液を用
いて幹細胞を96ウェルプレートで培養した後、
生細胞の指標としてMTSアッセイを実施した。

その結果、bFGFを単独添加した培養液（ヘパ
リンなし）では、bFGF濃度依存性に生細胞が有
意に増加した。また、ヘパリンを単独添加した培
養液（bFGFなし）では、ヘパリン濃度依存性に
生細胞が有意に減少したが、bFGF濃度が10ng/
mlの場合では、ヘパリン濃度依存性に生細胞が有
意に増加し、ヘパリン濃度が１IU/mlの培養液に
おける生細胞はヘパリンを添加しなかった培養液
と比較して1.2倍であった。bFGF濃度が100ng/

mlの培養液を使用した場合は、ヘパリン濃度と生
細胞に関連はなかった。

考察として、ウマ幹細胞の培養において、ヘパ
リン単独では細胞毒性による悪影響が生じるが、
適した濃度のbFGFと組み合わせることによって、
ウマ幹細胞の増殖速度を更に高めることが可能で
あると考えられた。

発表後、座長からは骨髄液採取時に用いる抗凝
固作用を目的としたヘパリンが、細胞培養に与え
る影響に関して質問を頂いた。骨髄採取時には、
骨髄液が凝固することを防ぐために、予め骨髄液
を採取するシリンジ内部に少量のヘパリンを入れ
ている。しかしながら、骨髄液からウマ幹細胞を
分離する際に複数回の細胞洗浄を実施するため、
採取時のヘパリンは残存していない可能性が高い
と返答した。その他、必要量の幹細胞が培養でき
るまでの期間短縮に関するコメントを頂くことが
できるなど、ヘパリンとbFGFによる増強効果を
示した本発表に対する高い関心をうかがい知るこ
とができた。

骨髄液採取から幹細胞投与までの期間が短縮さ
れることは、治療効果を高める上で重要と考えて
いるが、実際にどの程度の効果改善が認められる
のかは不明であるため、今後も取り組む必要があ
ると考えている。

（田村周久）

○季節性および鳥インフルエンザウイルス感染症
の病理

中島典子（国立感染症研究所）
ヒトの季節性インフルエンザ、鳥インフルエン

ザ、パンデミックインフルエンザについて、肺
の病理所見を中心にそれらの特徴についてヒト
の病理医である中島典子先生によって講演がなさ
れた。季節性インフルエンザでは、その死因はウ
イルス感染の直接的関与は少なく、二次性細菌感
染症の併発や基礎疾患の増悪によることが多い。
小児にしばしば見られるインフルエンザ脳症もウ
イルスの直接感染による病変が原因ではなく、サ
イトカインストームといわれる過剰なサイトカイ
ンの産生による脳浮腫が発端病変である。季節性
インフルエンザの病理像は、気管や気管支および
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細気管支などの上皮細胞の剥離を伴う気管支肺炎
で、ウイルス抗原は細気管支上皮細胞や壊死物で
検出されるが、肺胞上皮細胞には検出されない。
即ち、ウイルス性の上気道炎～細気管支炎で、ウ
イルス性肺炎ではない。A/H1N1pdm09亜型イン
フルエンザウイルス（A/H1N1pdm09）は2009
年にパンデミックインフルエンザとして大流行し
た後、季節性インフルエンザとして扱われるよう
になった。A/H1N1pdm09の2015/2016シーズ
ンの死亡例の肺病理像では、びまん性肺胞障害

（DAD）が多く認められ、少数ではあったが肺胞
上皮細胞にウイルス抗原が検出される症例も観察
され、従来の季節性インフルエンザと異なる特徴
も有していた。いっぽう、H5N1亜型高病原性鳥
インフルエンザウイルス（H5N1）によるヒトの
死亡例では、急性呼吸促拍症候群（ARDS）によ
る呼吸不全を呈して死亡し、その肺病理像はDAD
滲出期あるいはDAD増殖期病変であった。ウイル
ス抗原はⅡ型肺胞上皮細胞およびマクロファージ
で検出され、ウイルス性肺炎にARDSが併発した
病態であった。本インフルエンザでARDSが引き
起こされる機序として、肺組織切片中の炎症性サ
イトカイン・ケモカインmRNA量とH5N1-RNA量
とが相関していたことから、H5N1の肺胞上皮細
胞への直接傷害とH5N1感染に対する宿主免疫応
答が複雑に絡まって、重度なARDSが引き起こさ
れた可能性が紹介された。

○茨城県で発生した野鳥における鳥インフルエン
ザの病理

矢口裕司ら（茨城県県北家畜保健衛生所）

H5N6亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
（H5N6）は2014年以降、中国、韓国、香港、ベ
トナムの家禽や野鳥から検出されており、国内で
は2016年に秋田県のコクチョウから初めて検出
され、翌年の３月までに25種230個体の死亡野鳥
などで確認された。本講演では、2016年に茨城
県水戸市の湖沼で発生した野鳥の高病原性インフ
ルエンザについて、発生状況と病理学的特徴が報
告された。

死亡野鳥は、2016年11月から翌年３月まで

に243羽が茨城県県北家畜保健衛生所へ搬入さ
れた。このうち、コブハクチョウ38羽中30羽

（79％）、コクハクチョウ20羽中14羽（70％）、
ユリカモメ14羽中10羽（71％）、オオハクチョ
ウ25羽中４羽（16％）、カンムリカイツブリ７羽
中３羽（43％）、ホシハジロ６羽中１羽（17％）
でH5N6が検出された。これら野鳥の病理学的検
索では、肝臓、腎臓、膵臓、腸管に出血や壊死病
変が見られ、ウイルス抗原の免疫組織学的検索で
は、肝臓や膵臓の壊死領域に一致して陽性所見が
観察された。また組織学的に病変が見られなかっ
た肺、腸管、心臓、眼結膜、皮膚、羽などの臓器
器官においてもウイルス抗原の陽性所見が認めら
れた。なおウイルス分離が陰性であったコブハク
チョウ２羽、コクチョウ１羽においても、膵臓の
壊死とウイルス抗原陽性所見が観察された。演者
は今回の野鳥の鳥インフルエンザに共通して見ら
れた膵臓病変は病理検査において重要な所見の一
つではないかと考察していた。茨城県の事例にお
いて、簡易検査で陰性と判定されても、ウイルス
分離で陽性であった個体が12検体あった。また
ウイルス分離陰性でも病理組織学的検査で病変お
よびウイルス抗原免疫染色陽性が確認される個体
の存在が示され、病原体検索と病理検査を併せて
実施することで、より正確に鳥インフルエンザの
感染状況が把握できると紹介していた。

馬のインフルエンザは高病原性ではなく、季節
性インフルエンザと類似しているが、伝染力が強
力であることから、競馬開催に与える影響は大き
く、非常に重要な伝染病である。今回のワーク
ショップは比較病理学的に非常に参考となる内容
であった。

本ワークショップは牛、豚、鶏、馬の順で毎年
開催されており、来年度は馬の感染症である。
JRAが中心となって企画する予定である。

（片山芳也）

○北海道のアライグマにおけるレプトスピラ浸潤
状況の変遷

荒川祐衣ら（酪農学園大学）
レプトスピラ症は病原性レプトスピラの感染に

よって起こる人獣共通感染症であり、様々な野生
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動物が感染源となり得る。外来種であるアライグ
マは、近年ますます生息域を広げ、ヒトの生活域
にも頻繁に出現する害獣として認識されている。
演者らは、2004年に北海道のアライグマから初
めてレプトスピラを分離し、本菌が道内に広く浸
潤していることを明らかにしており、今回は10
年以上経過した現在のアライグマにおけるレプト
スピラの浸潤状況に関する調査結果を報告してい
る。

2012年から2017年にかけて道内で捕獲された
アライグマを対象にレプトスピラ症感染の有無を
明らかにするために、各種試験を実施した。腎臓
および尿などの検体については、レプトスピラの
増菌培地であるEMJH培地を用いて菌分離を行っ
た。また、病原性レプトスピラが保有する鞭毛関
連遺伝子fl aBを標的とした病原性レプトスピラに
特異的なNested-PCRも実施した。血清について
は顕微鏡下凝集反応（MAT）によって、各血清型
に対するアライグマの抗体保有率を検討した。分
離されたレプトスピラ様細菌は、MATによる血清
型別に加えてRFLP（制限酵素断片長多型）、16S 
rRNAおよびfl aBのシークエンス解析、PFGE（パ
ルスフィールドゲル電気泳動）などの遺伝子解析
を実施し、分子疫学的解析を実施した。

2016年に江別市において捕獲された1頭の腎臓
からレプトスピラが分離され、病原性レプトスピ
ラであるLeptospira interogans血清型Autumnalis
であると同定された。PFGEの結果から、今回、
新たに分離された株は、2004年に分離された株
の派生株と考えられ、10年以上の長期間にわたっ
て同血清型株がアライグマの中で維持されてきた
ことが明らかになった。外来野生生物における病
原性レプトスピラの定着が確認されたことから、
今後、人獣共通感染症の保有動物としても注意が
必要であると考えられる。

馬のレプトスピラ感染症は、月盲症と呼ばれる
周期性ブドウ膜炎以外にも、海外の生産地では流
産を起こすことが知られている。近年、アライグ
マは国内の馬生産地である胆振・日高管内にも生
息域を拡大していることから、今後は、これらの
地域における馬のレプトスピラ症による流産につ
いても注意する必要があると考えられた。

○我が国で検出されたSalmonella Agonaの分子
疫学的解析

鳥居恭司ら（東京農業大学）
肉用鶏から分離されるサルモネラの血清型は

1990年代以降、Salmonella Infantis（SI）が主で
あることが知られている。しかし、演者らはあ
る県の一食鳥処理場において継続的に肉用鶏のサ
ルモネラ調査を行った結果、2014年以降ではS. 
Agona（SA）が肉用鶏から多く分離されるように
なった。当該食鳥処理場に搬入される肉用鶏の種
鶏は複数の種鶏場から導入されており、SAの出
現は、一地域に限定されたものとは考えにくい。
同一地域では人の食中毒事例においてもSAが分
離されており、このような肉用鶏におけるSAの
増加によって鶏肉を介した人の集団食中毒事例の
リスクが高まる可能性は否定できない。そこで、
演者らは肉用鶏および人から分離されたSA株の
分子疫学的解析を実施し、その結果を報告してい
る。

全国の地方衛生研究所および家畜保健衛生所
で分離された250株のSAおよび上記の肉用鶏由
来SAについて、２種類の制限酵素（XbaIおよび
BlnI）を用いたPFGEによる分子疫学解析を実施し
た。その結果、SA株全体では、XbaIを用いた場合
には４つ、BlnIを用いた場合には７つのグループ

（クローナルコンプレックス（CC））に分けられた。
250株の中で肉用鶏由来SAと同じCCに含まれた
株は９株認められ、肉用鶏由来SAとほぼ同一の
バンドパターンを持つ菌株も肉用鶏由来SAが分
離された地域とは離れた地方でも認められた。

近年、海外ではS. Agonaによる馬のサルモネラ
症が増加傾向にあることが報告されている。現
在のところ、国内の馬におけるS. Agonaの感染例
は報告されていないが、今回の肉用鶏を含め他
の家畜での分離例は比較的多い。S. Agonaは、馬
パラチフス菌と同じ菌体抗原を保有しており、S. 
Agonaの馬への感染は馬パラチフスの診断にも影
響を与える可能性があることから、馬生産地への
S. Agonaの侵入について監視する必要があると考
えられる。

（丹羽秀和）
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○と畜場で発見された牛のロドコッカス・エクイ
感染症の一例

中川涼子ら （四日市市保健所食品衛生研究所）
と畜場に一般畜として搬入された牛が敗血症で

全部廃棄となり、病変を示す幾つかの臓器から
Rhodococcus equiが分離された。近年、牛のリン
パ節の肉芽腫性病変由来のR. equiが第3の病原性
プラスミドであるpVAPNを保有することが報告
された。そこで今回分離された菌株のvap遺伝子
の同定を試みた。

黒毛和種、牝、19 ヶ月齢の牛の、肝臓、腎
臓、リンパ節を血液寒天培地にて培養した。分離
された菌の生化学的性状検査およびchoE遺伝子
PCRを行った。各リンパ節において、HE染色およ
びグラムハッカー染色を行った。また、vapA 、
vapB 、vapN特異的PCRを行った。

解体後検査にて、肺の多発性の腫瘤、リンパ節
の腫大がみられた。リンパ節は、硬く肉様で白色
砂粒状の病巣がみられた。HE染色では、各リン
パ節において肉芽腫病変がみられた。グラムハッ
カー染色ではマクロファージ内に球桿菌様の菌体
が確認できた。好気培養で、肝臓、腎臓および
各リンパ節から同一の菌が分離され、生化学性
状検査およびPCRからR. equiであると判断した。
vapA 、vapB 、vapN特異的PCRを行ったところ、
vapN陽性であることが分かった。

vapN遺伝子保有株による牛のロドコッカス・
エクイ感染症の報告は、本邦初である。今回の症
例は敗血症という、全部廃棄となる重大な病態を
呈していた。よって今後本菌の牛での病原性を詳
しく調べていく必要があると考えられた。また、
肉芽腫を作る結核様の病巣を示すため、牛結核な
どの抗酸菌感染症との鑑別も重要である、と演者
らは報告した。

ウマにおける病原性株はvapA遺伝子保有株で
あるが、R. equiの培養条件によって、プラスミド
が脱落した結果、プラスミドを保有しない株とな
ることがある。そのため、これまではウマ由来の
非vapA遺伝子保有株は、継代中にvapA遺伝子が
脱落した株として認識されることが多くあった
が、そのような非vapA遺伝子保有株のなかには、
vapA遺伝子が脱落したわけではなく、今回発表

されたvapN遺伝子を保有している可能性がある
ことが明らかとなった。そのため、ウマのR. equi
感染症におけるpVAPNの関与について今後明ら
かにする必要があると考える。

○ヒト由来ロドコッカス・エクイにおけるpVAPN
病原性プラスミドの存在

川島　豪ら （北里大学）
Rhodococcus equiの第３の病原性プラスミドで

あるpVAPNが牛病変部分離株から発見された。演
者らはウマに病原性を示す強毒株 （pVAPA保有）、
ブタに病原性を示す中等度毒力株 （pVAPB保有）
が、ヒトAIDS患者由来株に存在することを1994
年 （JCM）、1995年 （JID） および2002年 （JID） に
報告した。

これまでの報告で病原性プラスミドを保有して
いない無毒株と判定された株について、線状プラ
スミドのpVAPNの存在をPCRによるvapN遺伝子
と、パルスフィールドゲル電気泳動法による線状
プラスミドの検出を試みた。菌株は、世界各国か
ら分与されたヒト由来株38株 （JCM 1994）、タ
イ王国・チェンマイにおいて分離されたヒト由来
株69株 （JID 2002） を用いた。

38株 （JCM 1994） のうちVapA陽性、VapB陽性、
VapN陽性がそれぞれ８株、10株および5株存在
した。この38株をAIDS患者とそれ以外の患者に
ついて毒力株の分布を比較すると、AIDS患者由来
株の69％は3種類のうちいずれかの病原性プラス
ミドを保有する株であったが、AIDS以外の患者由
来株では33％であった。69株 （JID 2002） につい
ては、69株中52株がpVAPB保有株であり、３株
がpVAPNを保有し、残りの14株は無毒株であった。

今回の再調査で、pVAPNを保有する毒力株が
23年以上前からヒトに感染していたことが明ら
かとなり、家畜・畜産物ならびにその飼育環境が
ヒトへの感染源として示唆された、と演者らは発
表した。

vapN遺伝子保有株のウマへの関与は不明であ
るが、ヒトへの病原性を保有するpVAPNが20年
以上前から存在していたことが明らかとなったた
め、過去にウマから分離されプラスミド非保有株
として保存されている株についても過去数十年に
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わたり再検討する必要があると考える。
（木下優太）

○日本の競走馬における円虫類の寄生状況
今村真沙代ら（鳥取大学）

ウマに寄生する円虫類は、馬円虫、無歯円虫な
らびに普通円虫などの体内移行し病原性の高い大
円虫類と体内移行せず病原性の低い小円虫類に大
別される。このように、両者は病原性がかなり異
なるため区別して記載されるべきだが、虫卵の形
態が類似しているため多くの調査では一括して円
虫類と記載されている。そこで、演者らは我が
国の競走馬に寄生する円虫類の寄生状況を検索し
た。調査対象は、2015年８月から2016年５月に
JRA美浦トレーニング・センターに繋養されてい
た２歳以上の現役競走馬700頭とし、方法には虫
卵検査および幼虫培養法を用いた。すなわち、ショ
糖浮遊遠心法を用いて糞便に含まれる虫卵数をカ
ウントした後、分離した虫卵を用いて寒天培地上
で５日間培養し、３期幼虫を形態学的に同定した。
その結果、700検体中168検体 （24.0%）が円虫卵
陽性であった。EPG （糞便１gに含まれる虫卵数） 
で区分すると、200以上は７検体、100 ～ 200は
８検体、50 ～ 100は17検体、０＜～ 50 は136
検体であった。EPGが25未満の個体は、陽性馬の
70.8%を占めた。EPGの平均値は32、中央値は7.2 
であった。年齢別では、２歳で最も感染率が高く

（41.4 % 、53/128）、年齢が上がるにつれて感染
率が下がった。孵化した ３期幼虫は918隻であり、
形態学的に全て小円虫類と同定された。大円虫類
は検出されなかった。以上の結果から、我が国の
競走馬から検出される円虫類の虫卵のほとんどは
小円虫類によるものであることが示された。今後、
これらの小円虫類の種の同定および大円虫類をよ
り高感度で検出する試みが必要と考えられる。

小円虫類は病原性を持たないと考えられてき
た。しかし、欧米を中心に、重度感染した場合に
は致死的な症状を引き起こしうること、駆虫薬に
抵抗性を持ちつつあることなどが明らかとなって
いる。今後、小円虫と大円虫の簡便な鑑別方法の
確立が期待される。

○マダニ－バベシア実験感染モデルの確立
前田大輝ら（鹿児島大学）

国内優占種であるフタトゲチマダニは、Babe-
sia ovata を媒介する。本原虫は、ウシを宿主と
することから、感染実験は容易ではなく、マダニ
体内における B. ovata原虫の知見については不明
な点が多い。そこで、演者らはフタトゲチマダニ
成ダニの人工吸血法を確立し、B. ovata感染マダ
ニの作出を試みた。さらに、B. ovata感染マダニ
のベクターステージにおける原虫の動態を明らか
にすることを試みた。

はじめに、マウス背部にて４～５日吸血させ
たマダニに B. ovataを含む血液を人工的に吸血さ
せ、飽血マダニを作出した。人工吸血によって B. 
ovata感染赤血球を取り込んだマダニを経日的（飽
血後０～４日目）に解剖し、各臓器（中腸、卵巣
およびその他）より抽出したDNAを用いて、PCR
およびリアルタイムPCRによる解析を行った。中
腸では、飽血後０～４日目に原虫遺伝子の検出率
が漸減した。一方、卵巣およびその他の臓器では
検出率が漸増した。このことから、飽血後24時
間以内に原虫はマダニ中腸から卵巣内に到達する
可能性が示唆された。次に原虫細胞骨格タンパク
質P29特異抗体を用い、間接蛍光抗体法によるマ
ダニ体内および産下卵中の原虫の有無を確認した
ところ、マダニ体内および虫卵内に原虫が確認さ
れた。以上の成績から、本実験系で経卵巣伝播が
成立したことが明らかとなった。そこで、演者ら
は、成ダニ中腸内における原虫の形態変化をギム
ザ染色および間接蛍光抗体法を用いて観察した。
人工飽血マダニの中腸内のB. ovataは多様な形態
を呈し、in vitro培養では認められない形態をもつ
原虫も観察された。

ダニによって媒介される原虫の生態を理解する
ためには、ダニの体内における動態を明らかにす
る必要がある。しかし、ウシやウマなどの大動物
を宿主とする原虫では、感染実験は容易ではない。
今回、演者らが確立したマダニ感染モデルは、他
の血液原虫の生態・生理を理解する上で非常に有
益なツールになると考えられる。

（越智章仁）
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○市販野菜を介したClostridium diffi  cileのヒトへ
の伝播の可能性

川端楓実ら（酪農学園大学）
Clostridium diffi  cile （以下CD 、現在ではClost-

ridioides diffi  cile）は、ヒトの偽膜性大腸炎や抗菌
薬関連下痢症の原因となることが知られている。
動物からの分離もしばしば報告され、ウマのX大
腸炎との関連性も指摘されている。

発表者らは、ヒトから分離報告のあるCDが、
豚糞堆肥中から分離されることを報告してきた。
今回、CDの堆肥から農作物への伝播の可能性を
明らかにすることを目的とし、以下の検証を行っ
た。

材料には、北海道内の小売店、農作物直売所お
よび大学付属農場で購入した各種野菜を用いた。
野菜を嫌気培養しCDを増菌、分離した。分離株
については毒素遺伝子の検出、PCRリボタイピン
グ、および薬剤感受性試験を行った。検査に供し
た242検体のうち、９検体から22株のCDが分離
された。分離株のうち、過去に分離した堆肥由来
株と同じリボタイプを持つものは存在しなかっ
た。また、tcdAおよびtcdBを持たず、cdtを持つ
株が野菜から分離されており、これは子牛の糞便
中から分離される株に多く見られることから、子
牛糞便から野菜への伝播の可能性が考えられた。
今回分離された全株が、バンコマイシンおよびメ
トロニダゾールに対して感受性であった。

今回検討した材料には土がついたままの野菜を
用いており、特に里芋や玉ねぎ、ごぼう等の根菜
からCDが分離されていた。ヒトへの病原性は不
明ではあるが、野菜に付属した土からのCD伝播
の可能性があることが示唆された。

○養鶏産業におけるセフチオフルの使用自粛と鶏
肉由来広域スペクトルセファロスポリン耐性サル
モネラの減少

重村洋明ら（福岡県保健環境研究所）
動物用の広域セファロスポリンであるセフチオ

フルは養鶏産業において適応外使用されていた
が、2012年以降使用が自粛された。本研究では、
自粛前後のセフチオフル耐性サルモネラの分離状
況を調査した。

2011年から2015年に福岡県で市販された鶏肉
98検体から分離したサルモネラ107株について、
薬剤感受性試験をKirby-Bauer法にて行った。耐
性株については、AmpC betaラクタマーゼおよび
基質特異性拡張型betaラクタマーゼの表現型確認
試験を実施した。

107株中25株が、セファロスポリン耐性株であ
り、全てセフチオフルに中間または耐性であった。
耐性株のうち17株がAmpC betaラクタマーゼ産生
株、８株が基質特異性拡張型betaラクタマーゼ産
生株であった。年毎に見ると、AmpC betaラクタ
マーゼ産生株の分離率は2011年に40.5%だった
ものが2012年以降減少し、2014年には０%であっ
た。基質特異性拡張型betaラクタマーゼ産生株の
分離率には大きな変動はなかった。

セファロスポリン耐性株の分離率の減少は、セ
フチオフルの使用自粛と関連があると考えられ
た。基質特異性betaラクタマーゼ産生株の分離率
が変動しない理由は不明であるが、今後の動向に
注視する必要がある。

（内田英里）

〇動物医療センターにおける細菌汚染の実態と院
内感染対策に関する研究
動物医療センターにおける患者由来および環境由
来Staphylococcus aureusの分子疫学

村木未蘭（日本獣医生命科学大学）
獣医々療において院内感染や薬剤耐性菌の問題

に対する関心は高まっているものの、実情は、科
学的根拠に基づいた衛生対策への認知度・活動は
低いのが現状である。この２題の発表において演
者らは、動物病院内の衛生管理状況を環境生菌数
測定により調査し、同動物病院のICU等から分離
されたブドウ球菌について、菌種同定および分子
疫学について検討した。環境生菌数測定調査では、
院内衛生対策の１例として粘着マットをICU等の
各部屋の入口に設置して、その前後で生菌数測定
を実施したが、医療関係者等の出入りが多い大
学病院では効果があったとはいえない結果であっ
た。また、分離されたブドウ球菌の菌種同定では、
メチシリン耐性ブドウ球菌（MRSA）が環境由来
なのか患者（患畜）由来なのかを解析し、いずれ
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の菌種も遺伝学的に同一由来株であることが明ら
かとした。

以上のように、この動物医療センターにおける
室内環境汚染やMRSAへの対策は、まだ始まった
ばかりであり、自らへの啓発といった内容であっ
た。フロアーからも同様の意見があり、特に人員
が多い獣医々療部署では、どこも苦労している様
子であった。

我々、JRAの栗東や美浦T・Cにおける競走馬診
療所でも同様なことが認識され続けており、特に
入院棟における環境生菌数測定では、完全な除菌・
消毒は難しいことが知られている。また、MRSA
の問題では、環境や患畜由来に加えて、獣医師由
来が問題となっており、この2題の報告と同様に
科学的根拠に基づいた認識と活動の継続が必要と
考えられた。 （古角　博）

○ウマヘルペスウイルス１型ORF37（UL24）ナ
ンセンス変異体を用いたUL24の機能解析」

山口　由ら（岐阜大学）
演者らのグループは、マウスやハムスターの実

験小動物モデルを用いて、ウマヘルペスウイル
ス１型（EHV-1）の神経病原性に関与するウイ
ルスタンパク質の検索を進めている。先行研究で
は、EHV-1のORF37遺伝子（翻訳タンパク質：
UL24）の置換欠損体がマウスに対する神経病原
性を喪失していることを報告した。しかしながら、
近年実施した網羅的転写解析により、ORF37内に
ORF38の転写開始点が存在することが示され、先
行研究の結果にはORF38の転写阻害も関与した可
能性が考えられた。そこで、本研究では、UL24
単独の機能を明らかとするために、ORF38の転
写に影響せずUL24発現のみを欠失させたナンセ
ンス変異体（ORF37 null変異体）を作製し、同株
の培養細胞での増殖能および小動物に対する神経
病原性を検討した。今回は、ORF37の開始コド
ンを終始コドンに置換することでnull変異体を得
た。ORF37 null変異体と親株の培養細胞における
増殖能を比較したところ、細胞内での増殖のみを
反映する一段階増殖試験では両株に差が認められ
なかった。一方、ウイルス増殖のその他のステッ
プも反映する多段階増殖試験では、ORF37 null変

異体の増殖能は親株と比較して低下し、さらに培
養細胞に形成するプラークのサイズも減少した。
これらの結果は、UL24がウイルスの細胞間伝播
に関与することを示している。ハムスターへの接
種試験では、親株を接種した場合に神経症状が認
められたが、ORF37 null変異体接種ハムスター
に同様の症状は認められず、同株が神経病原性を
喪失していることが示された。以上の成績から、
EHV-1のUL24は、ウイルスの培養細胞での増殖
と実験小動物における神経病原性の発現に関与す
ると考えられた。EHV-1の神経病原性に関しては、
DNAポリメラーゼをコードするORF30の変異株
が、ウマに対する高い神経病原性を持つことがこ
れまでに分かっている。ただし、ORF30変異株以
外にも高神経病原性のEHV-1株が存在することか
ら、他のウイルスタンパク質もウマの神経病原性
に関与する可能性が推察される。今回見いだされ
たUL24は、その有力な候補の１つと考えられる
ことから、より詳細な解析が進むことを期待した
い。

○Crispr-Cas9を用いた潜伏感染オーエスキー病
ウイルスの再活性化抑制の試み

田中聖一（福岡大学）
ゲノム編集のツールとして近年注目を集める

Crispr-Cas9システムは、元々は細菌が持つ自然
免疫機構であり、細胞内に侵入した外来遺伝子
を破壊するために存在する。本研究では、Cris-
pr-Cas9システムの本来の役割に着目し、同シス
テムを用いて感染細胞内の特定のウイルス遺伝子
を破壊することで、ウイルス増殖の抑制が可能か
検討した。対象としたウイルスは、ウマヘルペス
ウイルス1型と同じアルファヘルペスウイルス亜
科、バリセロウイルス属に分類されるオーエス
キー病ウイルス（PRV）である。オーエスキー病
はブタの監視伝染病で、異常産や新生豚の神経症
状を引き起こすことから養豚業で警戒されている
ウイルス感染症である。他のヘルペスウイルスと
同様、原因のPRVは初感染後に三叉神経節などの
末梢神経節で生涯にわたり潜伏感染する。その
後、潜伏感染豚がストレスを受けるとウイルスが
再活性化し、環境中に排出されて他のブタに感染
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が広がる。今回の研究では、PRVの再活性化で重
要な役割を果たすとされる、ウイルスのUL41タ
ンパク質のコード遺伝子をCrispr-Cas9システム
の標的とした。本システムを簡単に説明すると、
標的遺伝子の特定の配列を持つsingle guide RNA 

（sgRNA）とCas9タンパク質の複合体が、ゲノム
DNA上のsgRNAに対応する領域に結合すると、同
領域においてCas9によるDNAの切断が起こると
いうものである。PRVのUL41遺伝子の特定の配
列を持つsgRNAとCas9を共発現するプラスミドが
導入されたブタ腎臓細胞では、通常の細胞と比較
してPRVの増殖が有意に低下した。また、PRV潜
伏感染マウスを用いた再活性化試験においては、
共発現ベクターを脳内接種したマウスで鼻腔から
のウイルス排出が認められなかった。以上の成績
は、PRVのUL41遺伝子を標的としたCrispr-Cas9
システムが、細胞でのウイルス増殖だけでなく潜
伏感染ウイルスの再活性化も抑制する可能性を示
すものであった。ヘルペスウイルス感染症の防御
において、潜伏感染ウイルスの再活性化の抑制は
大きな目標の１つである。現在は、性器ヘルペス
の再発予防の目的で、低用量の抗ヘルペスウイル
ス薬の持続投与が行われている。今回の研究はす
ぐに臨床応用されるものではないが、再活性化抑
制の新たなアプローチとして大変興味が持たれた。

（辻村行司）

○牛コロナウイルスの牛体内における持続感染の
検証試験

菅野　徹ら（農研機構動物衛生研究部門）
牛コロナウイルス病は、牛の下痢および呼吸器

症状を主徴とする疾病である。牛コロナウイルス
の存続様式や伝播経路については不明な点が多
く、持続感染牛の存在が一つの要因として疑われ
ているが、科学的な検証は行われていない。そこ
で演者らは、牛コロナウイルスの牛における持続
感染の有無について検証するため、以下の長期動
物試験を実施した。

牛３頭に対して、牛コロナウイルス陽性下痢便
PBS乳剤を接種し、試験牛１は接種1085日目、試
験牛２は接種700日目、試験牛３は接種280日目
まで試験を行った。試験期間中、臨床症状の観察、

血液、鼻汁および糞便の採材を実施し、これら検
体からのウイルス遺伝子の検出および血清中のウ
イルス抗体価の推移を検証した。

接種牛３頭は接種１-４日目から下痢を発症し、
８-12日目まで持続した。症状回復後もウイルス
遺伝子が散発的に検出された。試験牛１、２およ
び３の血漿におけるウイルス遺伝子検出最終日
は、それぞれ1085日目、632日目および257日目、
鼻汁ではそれぞれ932日目、589日目および173
日目、糞便ではそれぞれ1058日目、42日目およ
び12日目であった。また試験牛１において接種
411日目に下痢を発症し、その後421日目に採取
した血清中の中和抗体価およびHI抗体価が、発症
前の血清材料と比較して約16倍上昇していた。
以上の結果より、牛コロナウイルスは牛に持続感
染し、抗体価の低下やストレスなどの個体の免疫
低下に伴い、再活性化することが示唆された。

本演題では３年の長期に渡る感染実験を実施
し、牛コロナウイルスの持続感染を証明した非常
に貴重な研究であった。牛コロナウイルスは馬コ
ロナウイルスと近縁なウイルスであることから、
馬コロナウイルスも馬において持続感染する可能
性がある。もしそうであった場合、馬コロナウイ
ルスが数年に一度重種馬群において流行した理由
が以下のように推察される。馬コロナウイルス流
行後、馬群全体の馬コロナウイルスに対する抗体
価が上昇することから、しばらくの間は再流行し
ない。しかし馬群全体の抗体価が徐々に減少した
状況で、前回の流行時から長期間持続感染してい
る馬からウイルスが排出され、抗体価の低い馬に
次々と感染し、再流行が起こったのかもしれない。
本演題は、馬コロナウイルスの存続様式や伝播経
路にも重要な示唆を与えてくれる演題であった。

○ゲタウイルスならびに日本脳炎ウイルスの血清
疫学調査

鍬田龍星ら（山口大学）
ゲタウイルスは蚊によって媒介されるウイルス

感染症であり、馬および豚に症状を引き起こす。
馬においては発熱、発疹および四肢の浮腫を、豚
においては流産や生後直死を引き起こす。ゲタウ
イルスは2014年に美浦トレーニング・センター
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において流行が確認され、また2012年には長崎
県で捕集された蚊からゲタウイルスが分離されて
いる。本演題ではイノシシにおけるゲタウイルス、
およびゲタウイルスと同様の感染環を持つ日本脳
炎ウイルスの血清疫学調査を実施した。ゲタウイ
ルスおよび日本脳炎ウイルスの抗体陽性率を比較
することにより、日本における蚊媒介感染症の流
行動態について考察した。

採取されたイノシシの血清を用いて、ELISA法
および中和試験によって抗体調査を実施した。
2010年から2016年に山口県下関市で採取された
イノシシにおいて、2010年および2011年は抗
体陽性率0% 、2012年は約9% 、2013年および
2014年は50%前後、2015年および2016年は約
10%であった。一方、日本脳炎ウイルスに対す
る2013年から2015年のイノシシの抗体価は全て
50%前後であり、ゲタウイルスとは異なり年次変
動はなかった。ゲタウイルスと日本脳炎ウイルス
は同様の感染環を持つにも関わらず、流行動態が

異なっていたが、その要因が今後明らかになるこ
とが期待される。また、2011年から2016年にか
けて全国各地のイノシシから採取された血清を用
いた調査では、2012年から2014年は兵庫県およ
び山口県のイノシシで抗体陽性率が高く、2015
年および2016年は千葉県のイノシシの抗体陽性
率が高かった。これはゲタウイルスが西日本から
東日本へ、徐々に広がったことを示すデータであ
ると考えられる。

本演題の研究から、2012年頃に大陸から九州
にゲタウイルスが侵入し、数年かけて西日本から
東日本へウイルスが拡散、そして2014年に美浦
トレーニング・センターにウイルスが侵入し、流
行が起こった可能性が考えられる。本演題は、
2014年に突然美浦トレーニング・センターにお
いてゲタウイルスが流行した原因を考察するうえ
で非常に興味深い演題であった。

（根本　学）

第30回日本トレーニング科学会大会

獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに
日本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても
過言ではない。そのような現状から、運動科学研
究室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒト
のスポーツサイエンスの学会に参加して、最先端
の研究から継続的に学び、新たな研究へのヒント
を得ることは不可欠である。

今回の日本トレーニング科学会のテーマは「オ
リンピック・パラリンピックとトレーニング科学」
であり、スポーツ選手の競技パフォーマンス向上
に関わる効果的なトレーニング方法に関する演題
が発表された。以下に今後の研究に有益と思われ
た演題を紹介する。

◯高校生男子１㎞タイムトライアル優勝経験者の
体力特性

中村智洋ら（青森県スポーツ科学センター）
自転車競技を行っている高校生の体力特性と自

転車走行能力との関係についてはあまり詳細に検
討されていない。そこで、自転車競技を行ってい
る男子高校生１㎞タイムトライアル優勝経験者の
体力特性を、全国大会出場経験選手および未経験
選手と比較することとした。対象は高校生男子自
転車競技選手20名とし、以下の３群に分け、体
力特性を比較した。全国大会１㎞タイムトライア
ル優勝経験者（１名）、全国大会出場経験者（全
国レベル、10名）、全国大会未経験者（県内レベ
ル、９名）。また、体力測定項目は、大腿部筋厚、
最大酸素摂取量、握力、背筋力、膝および体幹伸
展・屈曲筋力、垂直跳び、最大無酸素パワー、平
均パワー、長座体前屈とした。結果、大腿部前面・
後面筋厚において全国大会優勝経験者は全国大会
出場経験者および未経験者よりも15 ～ 25％程度
厚かった。一方、最大酸素摂取量は全国大会出場
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経験者で最も高く、全国大会未経験者は全国大会
出場経験者よりも、約10％低値であった。しか
し、全国大会優勝経験者の最大酸素摂取量が最も
高かったわけではなかった。上記以外の測定項目
では、全国大会優勝経験者は全国大会未経験者と
比較すると全ての項目で20 ～ 40％高い値を示し
た。全国大会出場経験者と比較した場合でも、全
ての項目で15％以上高い値を示した。以上のこ
とから、全国大会１㎞タイムトライアル優勝経験
者は、有酸素能力に特徴的な発達は見られないが、
下肢骨格筋のサイズが大きく、優れた筋力・パワー
を有していることが示唆された。

高校生の自転車競技者は、１ ㎞を約1分10秒程
度で走り、競馬のタイムに近い。最大酸素摂取量
は速く走るための要素として重要であるが、それ
以上に、下腿の筋量が最も相関が高かった。馬に
おいても、推進力を発揮する筋の筋量についての
研究を行えれば有用であると考えられた。

◯筋疲労に伴う大腿四頭筋の筋酸素化動態：随意
および大腿神経電気刺激の比較

秋間　広ら（名古屋大学）
著者らは随意での持続的等尺性膝伸展による大

腿四頭筋の一つである中間広筋の筋疲労の程度
が、他の大腿四頭筋と比較して少ないことを筋
酸素飽和度から明らかにした。しかしながら、そ
の詳細については不明である。本研究では随意お
よび大腿神経への電気刺激による筋収縮が大腿四
頭筋の筋酸素飽和度に及ぼす影響について検討し
た。実験は、成人男性７名を被験者として行った。
膝伸展による随意最大筋力を測定した後、50％
随意最大筋力を目標として随意あるいは大腿神経
電気刺激の力発揮を50秒間行った。その際、大
腿四頭筋より近赤外分光法を用いて筋酸素飽和度
を記録した。その結果、いずれの筋においても筋
収縮により筋酸素飽和度は有意に低下した。神経
刺激と比較して、随意収縮時の内側広筋の筋酸素
飽和度は有意に低値を示した。一方、中間広筋を
含む他の筋では、随意収縮および神経電気刺激に
よる力発揮中の筋酸素飽和度に有意な差は認めら
れなかった。中間広筋では随意と神経刺激間で筋
酸素飽和度に違いが見られなかったことから、他

筋と比較して疲労耐性に優れることが示唆され
た。今後は、中間広筋の筋酸素飽和度が筋疲労時
に高く維持されている原因について調べる必要が
ある。

同じ動作に関わる筋肉間でも、筋酸素飽和度か
ら見た疲労度に差があることは、非常に興味深い。
筋肉の起始、停止の少しの違いや、筋肉の組成に
よっても影響されてくるのかもしれない。詳細な
検討により、より効率的なトレーニングの検討に
今後、生かされるものと考えられた。

◯高回数・低強度レジスタンストレーニング実施
直後の筋浮腫は長期的な筋力の向上を妨げる

寺田健太郎ら（日本体育大学）
高回数・低強度レジスタンストレーニング実施

直後に誘発される筋浮腫が長期的な筋力の向上
率や筋肥大率に影響するのかどうかを検討する
ことを目的とした。対象は１年以上レジスタンス
トレーニングを実施していない健常な男子学生
27名とし、低強度failure（挙上不可能）群（40% 
1RM）、低強度non-failure群（40% 1RM）、高強
度群（80% 1RM）の３群に分けた。レジスタン
ストレーニングはベンチプレスを３セット、週２
回８週間実施した。急性応答として、初回のレジ
スタンストレーニングセッション前後の筋厚の変
化率により筋浮腫を測定した。長期的な適応とし
て、ベンチプレスの最大筋力の向上率、筋厚の測
定による筋肥大率をレジスタンストレーニング介
入前後の測定結果から算出し、急性の筋浮腫と長
期的な適応との関係性を検討した。

低強度failure群は低強度non-failure群に対し
て、筋肥大率は高値を示す一方で筋力の向上率は
低い傾向を示した。また、筋浮腫は筋肥大率と有
意な関係は見られなかったが、筋力の向上率に
おいては負の相関関係が見られた（r = 0.57; p = 
0.002）。これらの結果から、高回数・低強度レ
ジスタンストレーニング実施直後の筋浮腫は長期
的な筋力の向上を妨げる可能性が示唆された。

従来、筋肥大や筋力増強を目的とするレジスタ
ンストレーニングでは、高強度の負荷をかけるこ
とがゴールデンスタンダードと考えられていた
が、近年低強度でもしっかりとfailureまで追い込



（91）

むことによって筋肥大するという研究結果がいく
つも報告されている。そのため、高荷重のマシン
トレーニングなどをしなくても、自分の体重を利
用した自重トレーニング（腕立て伏せなど）で大
丈夫という主張をするトレーナーもいた。しかし、
今回の結果を見ると、筋肥大だけを求めるのなら
低強度でもいいが、筋力も求めるのであれば、や
はり従来通り高強度のレジスタンストレーニング
が必要であることが分かる。サラブレッドにレジ
スタンストレーニングを負荷することはできない
ので、全く同じ議論をするわけにはいかないが、
競馬はホースショーではないので筋力向上を伴わ
ない筋肥大をさせて、見かけだけ良くなってもあ
まり意味はない。パフォーマンス向上を目指すた
めには目的に合った適切なトレーニング法を実施
する必要があることを示唆する研究であった。

◯スポーツにおける中枢疲労問題に迫るメタボロ
ミクスの導入：脳グリコーゲン代謝やストレスホ
ルモン蓄積に関連して

征矢英昭（筑波大学）
一過性の長時間運動は認知疲労など中枢疲労を

起こす。さらに、そうした運動の積み上げは抑う
つ傾向を伴うオーバートレーニングを招きやす
い。こうした急性・慢性疲労に対処するコンディ
ショニングはマラソンに限らず高持久性を必要と
するスポーツ種目に不可欠だが、メカニズム解明
が遅れており、対処法の確立はいまだ決着をみな
い。急性疲労では低血糖や脳内セロトニン蓄積、
脳温上昇、慢性疲労では慢性のストレス蓄積によ
る脳機能不全が示唆されている。演者らはこの二
つの中枢疲労に対し、前者では脳グリコーゲン代
謝から、後者ではヒトの毛髪コルチゾール動態に
着目し、メタボローム解析による網羅的エネル
ギー代謝測定による解析を進めている。
１．疲労困憊時の脳グリコーゲン減少とその生理
学的意義

脳グリコーゲンはアストロサイトにのみ局在
し、神経活動に応じて乳酸に分解されモノカルボ
ン酸トランスポーター（MCT）-２を介して神経
内に取り込まれ利用される。このMCT-２の機能
不全は海馬では認知機能低下につながる（Shima 

and Soya, Diabetologia, 2016）。演者らは、長時
間運動時に脳グリコーゲンが脳内セロトニンなど
モノアミンの増加に伴い減少する一方、運動後6
時間で超回復することから中枢疲労の新たな要
因となり得ることを明らかにした（Matsui et al, J 
Physiol, 2011, 2012; PNAS, 2017）。しかし、この
脳グリコーゲン減少パターンは筋グリコーゲンと
は異なり、脳では完全には枯渇しない。メタボロー
ム解析によると、筋ではATP枯渇が見られたもの
の脳では全く変化なく維持されることから、脳神
経の細胞死を防ぐ防御機構として脳グリコーゲン
が温存されている可能性が示唆された。
２．トレーニングに伴う蓄積型ストレスのバイオ
マーカー；ヒトの毛髪中コルチゾール

毛髪は成長（1.1㎝ /月）に伴いストレスホルモ
ンや性ホルモンなどステロイドを蓄積することか
ら、それらを測定することで１～３ヶ月間の長期
にわたる蓄積型ストレスを評価できる。演者らは
１㎝の毛髪での測定法を開発し（多くの研究は２
～３㎝）、トレーニングモニタリングへの応用を
模索している。駅伝選手の高地トレーニング効果
をみた研究では、１ヶ月間の高地滞在の前後で血
中や唾液では認められないコルチゾール濃度の増
加を毛髪で確認している。さらに毛髪コルチゾー
ル量と血中ヘモグロビンの増加が関連することを
見出している。今後、メタボローム解析によりス
トレス関連の代謝産物の評価を検討していく予定
である。

アスリートによる先行研究において、低酸素ト
レーニングは適応できる人とできない人の個人差
が大きいと言われており、その適性の見極めは重
要視されているが、ゴールデンスタンダードと呼
べるようなバイオマーカーはまだ見つかっていな
い。我々は2013年からサラブレッドの低酸素ト
レーニングに取り組んでおり、やはりサラブレッ
ドにおいても低酸素トレーニングにうまく適応で
きる馬とそうでない馬はいるように感じる。サラ
ブレッドの毛は非常に短いので、この測定法が適
用できるのかどうかは不明であるが、コルチゾー
ルのモニタリングの意義はあるのかもしれない。

（向井和隆）
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