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【背景と目的】
浅指屈腱炎の損傷形態のうち発症頻度が最
も高いCore型については、超音波検査での予
後判定の指標として、最大損傷部位（MIZ）
での腱横断面積（MIZ-CSA）に占める低エコー
部面積の割合（MIZ-HYP%）がある。なかで
もMIZ-HYP%が高いほど競走復帰率が低く
なることが報告されている。しかし、MIZ-
HYP%は腱損傷の１断面から算出される数値
にすぎないことから、MIZ-HYP%に加え、病
態を多角的に評価できる指標を用いること
が、浅指屈腱炎のより正確な予後判定につな
がると考えられる。そこで本研究では、浅指
屈腱炎症例の回顧的調査から予後に影響を及
ぼす因子を検討した。

【材料と方法】
平成20年から24年の期間に、美浦TCに

おいて初めて浅指屈腱炎と診断された1,743
頭について性別、年齢、患肢、馬体重、
MIZ-HYP%、MIZ-CSA 、MIZの位置（近位：
1A,1B、中位：2A,2B、遠位：3A,3B,3C）、
1A ～3Cの７部位のうち損傷が認められた部
位の数（損傷部位数）、および復帰後の出走
回数を調査した。診断後30日以内に競走馬
登録を抹消した馬、上述した因子が欠けてい
る馬、および損傷の形態がCore型以外であ
る馬を除外した346頭を調査対象とした。復
帰後の出走回数が５走以上の症例を「順調な
復帰」と定義し、「順調な復帰」と各因子に
ついて単変量解析および多変量解析により、
関連性を検討し、オッズ比を算出した。この
際、損傷部位数は３部位以下、４部位および
５部位以上の３群に分けて解析した。

【結果と考察】
競走に復帰した症例は57.5％（199頭）で

あり、５走以上である「順調な復帰」をした
症例は14.2％（49頭）であった（図１）。単
変量解析の結果、MIZ-CSA, MIZ-HYP%およ
び損傷部位数の３因子が「順調な復帰」に影
響していた。これらの因子に関する多変量解
析の結果、「順調な復帰」に有意に関連する
因子は損傷部位数のみであった。損傷部位数
が３部位以下では「順調な復帰」をした馬の
割合は20.1％であり、５部位以上では5.8％
であった（図２）。損傷部位数での「順調な
復帰」に対するオッズ比は、５部位以上を基
準とした場合、４部位では2.7、３部位以下
では4.1となり、損傷部位数が少ないほど「順
調な復帰」をする可能性が増加した（図３）。
MIZ-CSA, MIZ-HYP%および損傷部位数が

「順調な復帰」に影響を及ぼす因子であり、
なかでも長軸方向の損傷範囲を表す損傷部位
数が「順調な復帰」に関連していることが明
らかとなった。このことから、浅指屈腱炎の
予後判定にはMIZ-HYP%に加え、腱損傷の長
さを考慮して、立体的に評価することが必要
であると考えられた。

浅指屈腱炎発症馬の競走復帰に影響する因子の検討

◯山﨑洋祐・荒木成就・藤木亮介（美浦）・小平和道（栗東）・田村周久（総研）
関　一洋（美浦）・笠嶋快周（総研）
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図１　浅指屈腱炎発症後の競走復帰率および出走回数
ごとの頭数
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図２　損傷部位数ごとの「順調な復帰」をした症例馬
の割合
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図３　損傷部位数での「順調な復帰」のしやすさを表
したオッズ比（５部位以上を基準とした）
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【背景と目的】
浅屈腱炎発症馬（屈腱炎馬）のリハビリテー
ションは組織修復の程度を越える運動負荷に
よって容易に再発するため、正確な組織修復
の評価とそれに合わせた運動負荷のコント
ロールが重要となる。組織修復の評価は、以
前は超音波B モード法でしか評価できず、症
状や発症からの経過日数を主な指標にリハビ
リメニューを選択してきた。しかし、2010
年以降は超音波パワードップラー（PD）や
超音波エラストグラフィ（RTE）を導入し、
より正確な組織修復の評価が可能となり、組
織修復に合わせたリハビリメニューの選択や
リハビリ進行の判断ができるようになった。
運動負荷のコントロールとしては、ウォー
タートレッドミル（WT）に加え、近年では
トレッドミル（TM）を導入し、早期から安
全に負荷をかけることによって、早期復帰を
目指してきた。そこで、現行リハビリを評価
するためにリハビリ変更前後で屈腱炎馬の予
後を比較・検討した。さらに、屈腱炎の重症
度により予後が異なると報告されているた
め、重症度別に復帰率・再発率を比較した。

【材料と方法】
調査対象馬は2007年～2015年（移行期で
ある2010年を除く）に常磐支所へ入所し、
入所直後に実施した超音波検査でCore型の損
傷形態かつ最大損傷部位における低エコー部
面積（MIZ%）が10～40％の屈腱炎と診断さ
れ、中央競馬復帰を目指した41頭とした。
リハビリ変更前の旧リハビリ群20頭は、Ｂ
モードでの評価のみで、日数および臨床症状
を主な指標とし、リハビリを進めた。リハ
ビリ変更後の現行リハビリ群21頭は、PDや
RTEで評価を行いながらリハビリメニューの
選択やリハビリ進行の判断を行った。さらに、

旧リハビリ群より、WTを１～２か月程度早
期から開始し、早期復帰を目指した。旧リハ
ビリ群と現行リハビリ群間で復帰率、再発率、
出走までの日数、リハビリメニュー（WT、
騎乗運動、馬場調教［速歩・駈歩］ ）の開始
日数を比較した。さらに、両群を重症度の指
標であるMIZ%が25％以上を重症群、25％未
満を軽症群に分け（旧リハビリ群：重症群７
頭・軽症群13頭、現行リハビリ群：重症群
10頭・軽症群11頭）、復帰・再発率を比較した。

【結果と考察】
旧リハビリ群および現行リハビリ群の平均
MIZ%はそれぞれ22.4％、22.5％で、両群間
の屈腱炎の重症度に差はなかった。WT開始
日数は発症より195日、148日（平均）と現
行リハビリ群は旧リハビリ群に比べ、約50
日程度早期に開始していたものの、出走まで
の日数は509日、557日（中央値）と差はな
く、早期復帰は実現できていなかった（図１）。
しかし、復帰率は45.0％、61.9％、再発率は
55.0％、42.9％となり、旧リハビリ群に比べ、
現行リハビリ群では改善が認められた（図２）。
重症度別の復帰率は、軽症群においては旧
リハビリ46.1％から現行リハビリ63.6％、
重症群においては42.9％から60.0％に改善
した。また、再発率は軽症群では旧リハビリ
61.5％から現行リハビリ18.2％に有意に減少
したものの、重症群では42.9％から70.0％へ
と改善は見られず（図３）、さらに重症群の
再発の約半数が競走復帰前に再発していた。
旧リハビリ群と比べ現行リハビリ群は、
ウォータートレッドミル運動を約50日早期
に開始していたものの、早期復帰は実現でき
ていないことから、WT運動の早期開始は、
復帰までの期間の短縮には、直接的には影響
しなかったと考えられた。しかし、現行リハ

屈腱炎の旧リハビリテーションとの比較から現行リハビリを評価する試み

○飯森麻衣（常磐）・田村周久（総研）
島津徳人・坂口　南・大木滉次郎（麻布大学）・笠嶋快周（総研）・小林　稔（常磐）
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ビリ群の復帰率および再発率が改善されたこ
とから、PD・RTEよる各症例の組織修復の評
価に基づいたリハビリは予後の改善に有用で
あることが裏付けられた。しかし、再発率は
軽症群では改善したものの、重症群では改善
せず、今後の課題となった。
今後は、TMの活用を含めた、浅屈腱炎馬
に対するリハビリプロトコルの確立を進めて
行きたい。

図１
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【背景と目的】
近年、超音波パワードップラー法を用いた
腱内血管推移の評価が、浅屈腱炎治癒過程の
指標として用いられている。さらに、第56
回本研究発表会において田村らは、組織の
硬さを画像化する超音波エラストグラフィ
（RTE）を用いて腱損傷部の硬さを経時的に
評価することが、安全なリハビリを実施する
上で重要であると報告した。栗東TC競走馬
診療所では、屈腱部に異常を認めるものの、
Ｂモードで浅屈腱に低エコーを認めない症例
に対し、腱ドックと称して腱内血管とRTEを
同時に実施し、腱損傷を判断する検査を開始
した。本研究では、腱ドックの結果が、その
後の浅屈腱炎の発症とどのように関連するの
か調査し、腱ドックによって浅屈腱炎の早期
診断が可能か検討した。

【材料と方法】
対象馬は、2015年10月～2017年４月に屈
腱部に異常を感じるとの稟告で、腱ドックを
実施した競走馬で、浅屈腱炎既往歴がなく、
Bモードで低エコーが確認できなかった33頭
とした。腱内血管は重症度に基づき５段階（ス
コア０：血管なし～スコア４：複数の大血管）
に分類し、RTEは腱組織の硬さを色調で評価
する色調評価法を用いて４段階（スコア１：
青色・硬い、２：緑色、３：黄色、４：赤色・
柔らかい）に分類した。さらに、腱内血管ス
コア２以上かつRTEスコア２以上の症例を高
スコア群、それ以外の症例を低スコア群とし、
これら２群間で2017年９月末までの浅屈腱
炎の発症率を比較した。

【結果】
浅屈腱炎発症率は、高スコア群（12頭）
は41.7％（５頭）、低スコア群（21頭）は4.8％
（１頭）であり、高スコア群で有意に高い値

であった（Fisher’s exact test：p＜0.05）（図
１）。また、発症までの日数は、高スコア群
の５頭が36～239日（中央値91日）であり、
そのうち４頭が未出走、239日で発症した１
頭が２走後の発症であった。一方、低スコア
群の１頭は294日で、５走後の発症であった
（図２）。さらに、高スコア群の非発症馬７頭
うち、１頭は短期で出走したが、残り６頭は
放牧休養後に競走復帰しており、その復帰ま
での日数は128～258日（中央値234.5日）
であった（図３）。

【考察】
Ｂモードで低エコーを認めない症例につい
て、腱内血管およびRTEスコアが高い症例は、
その後の浅屈腱炎発症率が高いことが明らか
になり、腱ドックによって、Ｂモードでは確
認できない微細な損傷を検出できる可能性が
示された（図４）。このことから、浅屈腱炎
の早期診断において、腱ドックは有用である
と考えられた。また、高スコア群のうち、調
教を継続した６頭中５頭が浅屈腱炎を発症し
たのに対し、放牧休養後に復帰した６頭に発
症は認めなかった。このことから、高スコア
群においても、適切な休養期間を取ることに
よってその後の浅屈腱炎の発症リスクが低下
すると考えられた（図５）。

腱内血管とエラストグラフィを用いた浅屈腱炎早期診断の試み

◯浅野寛文（栗東）･飯森麻衣（常磐）･溝部文彬（栗東）･田村周久（総研）・加藤智弘（美浦）･石川裕博（栗東）
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【背景と目的】
ウマの屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効
果のさらなる向上を図るため、本研究では「移
植された幹細胞が腱組織に定着・生存してい
るのか？」という基本的な疑問の解明に取り
組んだ。また、「急性期と慢性期のどちらの
病態で移植することが良いのか？」について
幹細胞の定着性という観点から検討した。

【材料と方法】
移植した幹細胞を追跡するために蛍光色
素標識（CM-DiI）あるいは蛍光タンパク質
（Ds-Red）合成遺伝子を導入したウマ標識幹
細胞を作製した。幹細胞の追跡実験では、屈
腱炎の自然発症例14頭と外科的に作製した
腱損傷モデル馬６頭を用いた。急性期（自然
発症例10頭とモデル馬４頭）あるいは瘢痕
組織を有する慢性期（自然発症例４頭とモデ
ル馬２頭）に上記の標識幹細胞を2X 107個
移植した。移植は超音波検査下で実施し、急
性期の損傷組織あるいは慢性期の瘢痕組織内
に確実に移植した。
移植から1, 3, 7, 14, 28日後に腱組織を採
取し、移植時の超音波動画で標識細胞が分布
していることを確認した部位を中心に概ね同
数の標本（パラフィン切片・凍結切片）を作
製した。また、遺伝子導入済み幹細胞を移植
した例では、蛍光タンパク質に対する抗体を
用いた免疫染色を実施し、“蛍光の消失”を生
化学的にも確認した。移植後の経過日数の異
なる腱組織の間で蛍光を放つ細胞や免疫染色
陽性細胞が観察された位置や標本数を比較す
ることで、移植された幹細胞の動向を形態学
的に考察した。

【結果】
いずれの標識法、いずれの病態（急性期お
よび慢性期）においても移植された幹細胞は

移植１日後や３日後の腱組織でも腱内膜を中
心に観察され、損傷部の腱束内ではほとんど
認められなかった（図１および２）。また、
いずれの標識法、いずれの病態においても移
植３日後までは全馬において蛍光ならびに免
疫染色陽性細胞は腱内膜を中心に認められた
が、７日後には見える部位や数は極めて僅か
となり（図３）、14日後ではほとんど認めら
れなくなった。

【考察】
本成績から、移植された幹細胞は移植３日
後から急速に死滅あるいは腱組織外へ流出
し、７日後以降にはほとんど損傷部には存在
していないことが示唆された。興味深いこと
は、病態に係わらず移植直後から幹細胞が腱
内膜を中心に存在していたことであった。こ
のことから、移植された幹細胞は腱内膜を経
由して腱組織内を縦横に拡散していると推察
され、移植時の超音波動画でもこれを裏付け
るような記録があった。
急性期の損傷部への移植に比較して瘢痕組
織への移植時の超音波動画では、移植と同時
に針穴や組織破綻部から腱周囲へ流出してい
る例が多かった。このことから、抗炎症作用
を期待する時期ではないことに加えて、移植
時の幹細胞の流出のリスクが高いことから、
慢性期での幹細胞移植治療はデメリットが多
いと思われた。
本研究成績から、ウマの屈腱炎に対する幹
細胞移植治療の効果のさらなる向上を図るた
めの一つの方法として、移植した幹細胞の定
着性を向上させる新たな移植方法を検討する
必要性が示唆された（図４）。

腱組織内に移植されたウマ骨髄由来間葉系幹細胞の動向 ～第３報～

○笠嶋快周・田村周久・黒田泰輔・福田健太郎・冨田篤志（総研）
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図１　移植１日後の様子。腱内膜を中心に蛍光お
よび免疫染色陽性の移植された幹細胞が多
数の標本で確認された。

図４　結語

図２　移植３日後の様子。腱内膜を中心に蛍光お
よび免疫染色陽性の移植された幹細胞が多
数の標本で確認された。　

図３　移植７日後の様子。蛍光および免疫染色陽
性細胞は激減し、数個の蛍光は観察される
がほとんど存在していない印象となり、移
植３日後の様子とは一変していた。　
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【背景と目的】
GPSを用いて収集した調教メニューのデー
タに基づいて成績上位厩舎と下位厩舎の調教
をシミュレートした急性運動の実験におい
て、上位群は下位群に比べて、駈歩以上の速
度における走行距離が少ないにも関わらず、
有酸素エネルギー系や解糖系に、より強い運
動負荷がかかっており、中殿筋におけるミ
トコンドリア新生や血管新生に関連する遺
伝子が下位群より強く発現していることを
我々のグループが以前報告している（Mukai 
et al, Biomedical Basis of Elite Performance 
2016）。
４週間のトレーニングを負荷した際にも、
上位群のトレーニングプログラムは、より大
きなトレーニング効果があるという仮説を検
証するために４週間のトレーニング実験を実
施した。

【材料と方法】
トレーニングしていないサラブレッド7
頭（去勢雄３頭、雌４頭）をランダムに２
群に分け、上位厩舎の調教を参考に作成し
たプログラム（60% V

4

O2max 90秒 + 85% 
V
4

O2max 90秒 + 110% V
4

O2max 60秒, 週１回; 
60% V

4

O2max 120秒 + 85% V
4

O2max 60秒 + 
110% V

4

O2max 30秒, 週４回）および下位厩
舎のプログラム（60% V

4

O2max 90秒 + 85% 
V
4

O2max 180秒 + 110% V
4

O2max 30秒, 週１
回; 60% V

4

O2max 60秒 + 85% V
4

O2max 180
秒 + 110% V

4

O2max ５秒, 週４回）で４週間
トレッドミルトレーニングを行った（10週
間のウォッシュアウト期間を設定したクロス
オーバー試験；図１および２）。トレーニン
グ前後にトレッドミル漸増負荷テストを実施
し、走行時間、最大酸素摂取量、心拍出量な
どを測定した。各テスト前の安静時には中殿

筋バイオプシーを行い、組織学的解析および
リアルタイムPCRを実施した。両群のトレー
ニング効果の解析にはpaired t-testを用い、
各指標における両群のトレーニング後の変化
の相関係数を求めるためにPearsonの積率相
関分析を用いた。有意水準はP < 0.05とした。

【結果】
トレーニング後の運動負荷テストにおい
て、両群ともトレーニング前に比べて、走
行時間（上位 vs. 下位；+16 vs. +17%）、最
大酸素摂取量（+8.6 vs. +7.1%）、心拍出量
（+8.4 vs. +9.1%）および１回拍出量（+4.6 
vs. +6.7%）が増加したが、両群間に有意な差
はなかった（図３）。走行時間と酸素摂取量
において、両群のトレーニング後の変化に有
意な相関は認められなかった（図４）。下位
群においてのみトレーニング後のType IIx線
維の横断面積（+18%）、Type IIaおよびIIx線
維の筋サテライトセル数が増加した（Type 
IIa, +32%；Type IIx, +39%）（図５）。また、
トレーニング後に上位群においてサテライ
トセル活性化に関連する因子（Pax7, MyoD, 
Myogenin）のmRNAが増加する傾向があり、
下位群ではMyogenin mRNAが増加した（図
６）。

【考察】
仮説とは異なり、運動パフォーマンスや有
酸素能力に関するトレーニング効果に両群間
の差はなかった。この要因の一つとして、上
位群のプログラムには反応しないが、下位群
のプログラムには反応する個体が存在し（逆
もまた同様）、サラブレッドのトレーニング
適応には個体差が大きいことが考えられた。
一方、下位群でのみ速筋線維の横断面積や
筋サテライトセル数が増加しており、筋肥大

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・大村　一・高橋佑治（総研）・江口諒太・宮田浩文（山口大学）・高橋敏之（総研）
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や筋サテライトセル活性化には、下位群のプ
ログラムのように継続した運動時間が必要で
ある可能性が示唆された。

図 1　実験デザイン

図 2　上位群および下位群のトレーニングプロ
グラム。

図 3　トレッドミル運動負荷試験における走行
距離、最大酸素摂取量、心拍出量および 1回
拍出量。

図 4　走行時間と最大酸素摂取量における上位
群と下位群のトレーニング後の変化の関係。
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図１　実験デザイン 図４　走行時間と最大酸素摂取量における上位群
と下位群のトレーニング後の変化の関係

図２　上位群および下位群のトレーニングプログ
ラム

図５　中殿筋の筋線維断面積および筋サテライト
セル数のトレーニング後の変化

図３　トレッドミル運動負荷試験における走行距離、
最大酸素摂取量、心拍出量および１回拍出量

図６　中殿筋におけるmRNAのトレーニング後の
変化
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【背景と目的】
子馬は放牧地で長い時間を過ごすため、よ
り良い飼育管理方法を検討するためには放牧
地における行動を客観的に評価する必要があ
る。「よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ」とい
う言葉に基づいて考えた際、採食量について
は体重やBCSを、運動量についてはGPSを用
いて評価できるが、これまで休息行動につい
ては評価されていない。そこで本研究は子馬
の休息行動の評価方法を確立することを目的
とし、基礎的な検討として哺乳期における休
息行動について調査した。

【材料と方法】
2017年（3/17～5/19）に生産された６頭
に対し、毎週２日間後肢管部に３軸加速度計
（HOBOペンダントGロガー、Onset社）を装
着した。装置は10秒毎に３軸に対する傾き
を記録するよう設定し、後肢の長軸が地面に
平行となる姿勢を休息行動とした（図１）。
放牧は昼放牧（７時間）から始め、５月上旬
以降１ヶ月齢を迎えた親子から順次昼夜放牧
（17時間）に移行した。

【結果と考察】
新生子期の１日休息時間は638±79分で
あった。１回休息時間は成長に伴って増加し、
その平均は26回であった（図２）。成長に伴っ
て放牧地での休息時間は減少する一方、馬房
では増加した（図３）。成長に伴って体力が
発達することや青草を採食するようになるこ
とから、放牧地において休息時間が減少した
と考えられる。一方馬房においては成長に
伴って吸乳間隔が延長することで１回休息時
間が延長し、休息時間が増加したと考えられ
る（図４）。また、昼放牧期には雨天時休息
が大きく抑制された（図５）。これらのこと
から、新生子期においては放牧地でも休息で

きる環境を用意することや雨天時のケアなど
が必要であることが示唆された。
昼夜放牧期は１日休息時間399±68分と
昼放牧期より大きく減少したが、１回休息時
間は同程度であった（図６）。放牧地と馬房
では行動の特性が大きく異なることから、昼
放牧から昼夜放牧の移行に伴って１日休息時
間が大きく減少したと思われる。また、昼放
牧期とは逆に放牧地における休息時間は増加
し、馬房では減少した（図７）。これらにつ
いては放牧地では滞在時間の延長が、馬房で
はクリープフィードを開始が影響していると
思われる。
今回用いた測定法によって比較的簡単に休
息行動を評価できることが明らかとなった。

３軸加速度計を用いた哺乳期子馬の休息行動に関する調査

○村瀬晴崇・松井　朗・遠藤祥郎・佐藤文夫・羽田哲朗（日高）

3軸加速度計を用いた哺乳期子馬の休息行動に関する調査 

○村瀬晴崇・松井 朗・遠藤祥郎・佐藤文夫・羽田哲朗（日高） 
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図1 3軸加速度計の装着法および解析法 
図１　３軸加速度計の装着法および解析法
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図2 昼放牧期における休息行動 
 

 

図3 昼放牧期における放牧地と馬房 

 
 

 
図 4 放牧地と馬房の違いに対する考察 

 
 

 

 
図 5 悪天候時の放牧地における休息時間 

 
 

図 6 昼夜放牧期における休息行動 
 
 

 
図 7 昼夜放牧期における放牧地と馬房 

 

図２　昼放牧期における休息行動 図５　悪天候時の放牧地における休息時間

図３　昼放牧期における放牧地と馬房 図６　昼夜放牧期における休息行動

図４　放牧地と馬房の違いに対する考察 図７　昼夜放牧期における放牧地と馬房
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【背景と目的】
蹄底充填材アドバンスクッションサポート

（以下ACS）は、蹄葉炎の治療や予防に用い
られ、蹄底に装着することで疼痛を軽減する
効果があると考えられている。ACSには２つ
の働きがある。１つはACSの反発力により蹄
骨を支える蹄骨支持効果で、もう１つは蹄底
にも負重させることで蹄負面の負重を減少さ
せる、負重分散効果である。２つの働きは密
接に関係しており、ACSの反発力に加え、蹄
底へ分散された負重も、蹄骨を支える力とな
ると考えられる。しかし、ACSにより、蹄底
および蹄負面の負重がどのように変化するの
かは知られていない。そこで我々は、ACS装
着効果の検証を目的として、ACS装着の有無
および充填量（高さ）の相違による蹄底およ
び蹄負面の負重の変化を調査した。

【材料と方法】
サラブレッド種６頭の左前肢６蹄を対象と
した。負重の計測には力測定センサーを使用
し、蹄負面４点（内外蹄尖部２点、内外蹄
踵部２点）、蹄底１点（蹄叉尖部）にかかる
力を計測した（図１）。計測時の蹄鉄および
ACSの装着状態は以下のとおりとした。まず、
蹄鉄のみを装着（ノーマル）した。続いて、
ACSを蹄鉄接地面に対しフラット（０㎜）に
装着し、２㎜厚のACSシートを用いて高さを
２㎜、４㎜、６㎜と調整しながら、各状態に
ついて計測した（図２）。計測時の右前肢に
ついても、左前肢と同様の装着状態とした。
静止駐立時の各状態について３回ずつ計測を
行い、その平均値を用いて統計学的に比較検
討した。

【結果】
蹄底では高さが増すごとに負重が増加して

いく傾向がみられた。最大値を100％とする
と、ノーマル、０㎜、２㎜、４㎜、６㎜はそ
れぞれ４％、41％、84％、98％で、ノーマ
ルと０㎜、０㎜と２㎜の間で有意差が認めら
れた（図３）。蹄負面の各部位では、高さが
増すごとに負重が減少していく傾向がみられ
た。また、蹄底において有意差の認められた、
ノーマルと０㎜、０㎜と２㎜の間で大きく減
少していた（図４）。

【考察】
ACS装着の有無の効果については、ノーマ
ルと０㎜ を比較すると、０㎜ において蹄底で
は負重が増加し、蹄負面では負重が減少して
おり、従来考えられていたとおり、ACSには
負重分散効果があることが明らかとなった。
ACSの充填量（高さ）については、蹄底の負
重増加、蹄負面の負重減少がともに２㎜まで
の変化量が大きいことから、負重分散効果に
ついては高さ２㎜で十分な効果が得られると
考えられた。今後は、実際に則した装着法の
効果の検証や、本調査を活用した効果的な装
着法の検討を行いたい。

蹄底充填材アドバンスクッションサポート（ACS）による
蹄負面および蹄底にかかる負重の変化

◯福藤　豪・諫山太朗・光田健太・石川裕博（栗東）・高橋佑治・高橋敏之（総研）
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図１ 測定に用いたセンサーとセンサーを装

着した部位 

 

 

 

 

 

図 2 ACS シートを用いた装着状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各装着状態における、蹄底にかかる力

の変化。＊有意差あり  

 

 

 

 

 
図４ 各装着状態における、蹄負面各部位に

かかる力の変化 

図１　測定に用いたセンサーとセンサーを装着し
た部位

図３　各装着状態における蹄底にかかる力の変化
*有意差あり 

図２　ACSシートを用いた装着状態 図４　各装着状態における蹄負面各部位にかかる
力の変化
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【背景と目的】
ゲタウイルスは蚊が媒介し、馬に発熱、四
肢の浮腫および発疹を引き起こす病原体であ
る。1978年に美浦トレーニング・センター
（TC）で初めて流行したが、1979年にワクチ
ンが開発されてから、ワクチン接種馬群にお
いてゲタウイルス感染症の発生報告はなかっ
た。しかし2014年美浦TCにおいて、９月中
旬から10月末にワクチン接種馬群で突然流
行が確認され、計33頭の発熱馬がゲタウイ
ルス陽性と診断された。詳細な発生状況につ
いては第57回本発表会で坂内らが報告して
いるため、本演題では2015年および2016年
の美浦TCにおけるゲタウイルス感染症の発
生状況と、分離ウイルスの遺伝子および抗原
性解析について報告する。

【材料と方法】
蚊が活動する６月から11月上旬に発熱し
た馬の全血を用いて、ゲタウイルス遺伝子を
検出するRT-PCR法を行い、陽性検体につい
てはウイルス分離を実施した。分離ウイルス
については、次世代シーケンサーであるIon 
PGMシステムにて全ゲノムを解読し、遺伝子
解析を実施した。またワクチン株であるMI-
110株の馬免疫血清を用いて、2015年およ
び2016年分離株に対する中和抗体価を測定
し、ホモウイルスであるMI-110に対する中
和抗体価と比較した。

【結果と考察】
2015年は８月中旬から10月末にかけてゲ
タウイルス感染症の発生が確認され、発熱
馬106頭中29頭（27.4%）がRT-PCR法にて
ゲタウイルス遺伝子陽性であった。一方、
2016年は８月上旬から10月上旬にかけて発

生が確認され、53頭中６頭（11.3%）がRT-
PCR法にて陽性であり、2016年の陽性率は
2015年と比較して有意に低かった（図１）。
なお、６月から10月の発熱馬頭数は2015年
が159頭、2016年が80頭であった（図２）。
これはゲタウイルス感染症の流行が2016年
は小規模であったため、2015年と比較して
発熱馬頭数が減少したと考えられた。全ゲノ
ムを用いた遺伝子解析の結果、2015年およ
び2016年分離株は2014年分離株と非常に相
同性が高く（99.9%）、2014年以降ほぼ同じ
ウイルスが美浦TCで循環していたことが明
らかとなった。ワクチン株であるMI-110株
の免疫血清を用いた中和試験の結果、2015
年および2016年分離株とMI-110株の間で中
和抗体価に有意差はなかった（図３）。すな
わちワクチン株と近年流行株の間に抗原性の
変化はなく、現在のワクチン株は近年流行株
に対して有効であると考えられた。2016年
の流行が小規模であった明らかな理由は不明
であるが、TCにおける蚊の駆除の推進など
の基本的な防疫作業が流行を小規模にした要
因かもしれない。

2015年および2016年の美浦トレーニング・センターにおける
ゲタウイルス感染症の発生状況と分離ウイルスの解析

◯根本　学・坂内　天・越智章仁（総研）・眞下聖吾・岡野　篤（馬事部）
関　一洋・美浦防疫課（美浦）・辻村行司・山中隆史・古角　博（総研）
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基本的な防疫作業が流行を小規模にした要 因かもしれない

図 1 2015年および 2016年のゲタウイルス流行期 

（8-10月）の発熱馬のゲタウイルス PCR検査陽性率 

図 2 美浦トレーニング・センターにおける 

2009 年から 2016 年の 6月から 10月の発熱馬頭数 

図 3 ワクチン株（MI-110）で免疫した馬血清の 2015年（15-I-752） 

および 2016年（16-I-674）分離株に対する中和抗体価 
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ゲタウイルス感染症発生

図３　ワクチン株（MI-110）で免疫した馬血清の2015年（15-I-752）
　　　および2016年（16-I-674）分離株に対する中和抗体価
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【背景と目的】
腸炎はウマにとって時に致死的な疾患とな
り、その治療薬として輸液療法、非ステロイ
ド系抗炎症薬、抗エンドトキシン療法、毒素
吸着剤などが推奨されている。いずれの治療
薬もヒト医療、実験動物やエンドトキシン投
与モデル馬を用いた研究報告を基にしている
が、腸炎を発症した臨床症例馬における薬物
の治療効果を検証した報告は極めて少ない。
そこで、本報告は競走馬の腸炎に対する治療
法の確立を目指し、成書で推奨されてきた治
療薬の有用性について本会症例馬の治療成績
から検討した。

【材料と方法】
2004から2017年の期間にJRA施設内で治
療を行った腸炎症例のうち、治療期間が３日
に満たない症例を除いた213頭（死亡56頭、
生存157頭、致死率26.3％）を対象とした。
臨床症例では重症例ほど多くの治療を行うた
め、投与群と非投与群を比較する際に、投与
群に重症例が偏り致死率が高くなるバイアス
が生じる。そこで本研究では、予後との相関
が高い発症時のPCVを基に、PCV 60％以上
を重症（52頭：致死率51.9％）、50～60％
を中等症（83頭：致死率22.9％）、50％以下
を軽症（78頭：致死率12.8％）として重症
度を分類し、各重症度において投与群と非投
与群の致死率をカイ２乗検定で比較すること
によりバイアスの影響が小さくなるように調
整した。治療薬は、解析可能な投与群と非投
与群の例数があったヒドロキシエチルデンプ
ン（HES）製剤静脈内持続投与、エンドトキ
シン吸着剤ポリミキシンB静脈内投与、３種
のプロバイオテクス（ヒト由来耐性乳酸菌
製剤、ウマ由来乳酸菌製剤、Saccharomyces 
boulardii, Pediococcus acidilactici 製剤）経鼻
投与、毒素吸着剤DTOスメクタイト経鼻投与、

抗菌薬セファロチン静脈内投与を対象とした。

【結果】
HES製剤は軽症から重症までいずれにおい
ても投与群の致死率が有意に高かった（図
１）（重症HES投与群致死率66.8％：非投与
群31.8％、中症群HES投与群45.5％：非投与
群8.0％、軽症HES投与群66.8％：非投与群
5.8％ P<0.05）。ポリミキシンBと３種のプロ
バイオテクスは投与群の致死率が高い場合が
多かったが、有意な差は認めなかった（図２
から５）。DTOスメクタイトは重症では投与
群の致死率が高かったが、軽症と中等症では
投与群の致死率が低く、特に中等症では低
い傾向を認めた（図６）（中等症DTOスメク
タイト投与群致死率10.0%：非投与群27.0％　
P<0.1）。セファロチンは軽症から重症まで
いずれにおいても投与群の致死率が低く、特
に中等症では低い傾向を認めた。（図7）（中
等症セファロチン投与群17.7%：非投与群
38.1％　P<0.1）。

【考察】
本調査ではHES 、ポリミキシンＢ、プロバ
イオテクスは生存に繋がる明瞭な治療効果は
認められなかったが、中でもHESは有意に悪
化しており、投与量や投与時期などを含めて
腸炎に対する使用を再考する必要があると考
えられた。一方、DTOスメクタイトとセファ
ロチンはPCVの上昇が進行していない症例で
は治療効果を有する可能性が示唆された。し
かし、本調査はPCVのみに基づく重症度分類
でるため投与群と非投与群の病態が完全に一
致しているとは言えず、同程度のPCV症例の
中でも投与群に重症例が偏るバイアスが残存
している可能性もある。今後、より正確な治
療効果を検証するには、画一的な治療データ
の収集方法を確立し、詳細な病態分類による

競走馬の腸炎における治療薬の成績について

◯黒田泰輔・田村周久・福田健太郎・冨田篤志・笠嶋快周（総研）
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解析やランダム化比較試験などの前向き研究
が必要と考えられた。
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図１　ヒドロキシヘスターチ結果

図２　ポリミキシンＢ結果

図３　ヒト由来薬剤耐性乳酸菌製剤結果

図４　ウマ由来乳酸菌製剤結果

図５　Saccharomyces boulardii, Pediococcus acid-
ilactici 製剤結果

図６　DTOスメクタイト結果

図７　セファロチン結果
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【背景と目的】
競走馬の腸炎は、治療に難渋する内科疾患
で、併発する病態の１つに全身性の血液凝固
異常がある。一昨年演者らは、血液凝固異常
を評価する検査項目において、特に生体の抗
凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活
性の持続的な低下を認めた場合、予後が悪化
することを報告した。このような病態への対
処の１つに、血漿輸液療法があるが、競走馬
の腸炎への適用については報告が少ない。そ
こで本研究では、AT活性が一定水準値以下
に低下した症例を対象に、凝固因子の補充を
目的とした血漿輸液を適用し、若干の知見を
得たので報告する。

【材料と方法】
血漿輸液の適用基準は、演者らが報告し
た腸炎の予後とAT活性との関連調査に基づ
き、AT活性が正常（176-214%）の50％以
下に低下した場合とし、確認したその日のう
ちに血漿を投与した。AT活性値の測定には
Sysmex社製自動測定装置（CA-650）を使用
し、初診時から継続してモニタリングした。
ドナーには、日高育成牧場で繋養するユニ
バーサルドナーおよび健常なサラブレッドを
用い、血漿は投与時まで冷凍保存した。血漿
の投与量は、１頭のドナーから１回に採血可
能な血液量を考慮し、３-４Ｌとした。改善
が得られない場合など、主治医の判断で２回
目の投与を実施した。これらの適用基準によ
り、2017年の栗東TCにおける腸炎発症馬の
うち６例に血漿輸液が実施されたため、血漿
輸液前後のAT活性値の推移、および予後に
ついて調査した。

【結果と考察】
計10回の投与が実施され、投与日は初診
日から起算して２-６日、投与量の平均は3.4 

Ｌであった。このうち１例では、２回目の投
与時に蕁麻疹を発症したため、投与を中断し
た。投与前後２日間のAT活性の推移を比較
すると、投与前は６例とも同様の低下傾向を
示したのに対し、投与後は全体として上昇傾
向へ転じた。血漿輸液直前と直後のみのＡＴ
活性に注目すると、投与を中断した１回を除
く計９回のうち８回で、平均96％から106％
への上昇を認めた。
６例のうち４例は投与後もAT活性の上昇
傾向が維持され、１例は腎不全が改善せず安
楽死となったものの、他３例は治癒に至った。
６例のうち２例は投与翌日には再びAT活性
が低下傾向へ転じ、安楽死に至った。治癒し
た３例については、血漿輸液によるAT活性
の改善が、予後改善に貢献した可能性がある。
一方、AT活性が改善しても治癒に至らない
症例が存在し、凝固異常以外の病態進行にも
予後は左右されると考えられた。また、 AT活
性の上昇が一時的に留まる症例も存在し、凝
固活性化に伴う因子の消費や、血管透過性の
亢進に伴う漏出が持続している可能性が考え
られた。
これらの結果から、本研究で試行した血漿
輸液療法により、持続的なAT活性の低下に
対して一定の改善がもたらされ、これまで救
命困難であった症例の予後改善に貢献した可
能性が示唆された。今後、血漿投与量や回数
を増やすことでさらなる治療効果が見込める
のか検討したいと考えている。
 

腸炎に伴う血液凝固異常に血漿輸液療法を適用した６例

○野村基惟・前　尚見・新崎裕太（栗東）・村瀬晴崇（日高）・石川裕博（栗東）
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血漿輸液実施の詳細 血漿輸液前後のAT活性の推移

血漿輸液前後のAT活性の推移と予後 ま と め
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【背景と目的】
草食動物であるウマは、消化管内の腸内
細菌の働きにより多くのエネルギーを得て
いる。消化管内には複雑な腸内フローラが形
成されており、抗生物質や全身麻酔などが
ウマの腸内フローラに影響を与えることが
示唆されている（Schoster et al., Equine Vet 
J 2015）。腸内フローラの変化は重篤な疝痛
につながるという報告もあり（Weese et al., 
Equine Vet J 2015）、各種ストレスが疾病を
引き起こす要因になる可能性があると考えら
れる。サラブレッドは、競馬や追い切りなど
の運動によるストレスも受けていると推察さ
れるが、高強度運動がサラブレッドの腸内フ
ローラに与える影響に関する報告はわずかで
ある（Almeida et al., PLoS One 2016）。そこ
で、本研究では、疲労困憊するまで走行する
オールアウト運動が腸内フローラに与える影
響を網羅的に解析した。

【材料と方法】
健康なサラブレッド種７頭（去勢雄３頭、
雌４頭）を用い、トレッドミル上にて漸増運
動負荷試験を実施し、オールアウトするまで
走らせた。運動時の測定項目はオールアウト
１分後の血漿中乳酸濃度、最高心拍数とした。
糞便は、運動負荷試験直前（Day 0）、１日後
（Day 1）、３日後（Day 3）、５日後（Day 5）
に、用手にて直腸より採材した。次世代シー
クエンサーによる腸内フローラの解析では、
糞便から菌DNAを抽出した後、PCRによって
16S rRNAのV4-V5領域を増幅し、その増幅
産物の配列とデータベース上の既知の配列を
比較して腸内フローラを構成する細菌種の比
率を決定した。各サンプルの科レベルにおい
て、各菌の占める相対的な割合、および腸内
細菌多様性の指標となるSimpson indexを算
出した。Simpson indexに関しては、繰り返

しのある一元配置分散分析を実施した。採取
日間の多重比較にはBonferroni法を用い、有
意水準は５％とした。さらに、各採材日のサ
ンプルの腸内フローラ構成細菌の類似性を視
覚的に評価するため、腸炎で死亡したウマの
サンプルと合わせて主座標分析を実施し、各
サンプルを2次元上に配置した。

【結果および考察】
血漿乳酸濃度、最高心拍数は、それぞれ24.8 

± 7.9 mmol/L 、209 ± 8 bpmであり、この強
度は追い切りや競馬並みの運動強度であった
と推察された。Day 0の主な各菌の相対的な割
合（上位３位まで）はStreptcoccaceae 54％、
Lachnospirceae 10％、Ruminococcaceae ４％
であり、Day 3においてはそれぞれ42％、
13％、６％であった（図１）。また、優占順
位が採材日間で変化した菌種もなかった。
Simpson indexはDay 0に比べてDay 3で有意
に増加していた（図２）。最優占種であった
Streptococcaceaeの減少と他科に属する菌の
増加により、Simpson indexが増加したと考
えられる。主座標分析において、今回採材し
たサンプルと腸炎で死亡したサンプルの取り
うる範囲は全く重なっていないため、腸内フ
ローラの構成は大きく異なっていることが示
唆された（図３）。一方で、各採材日のサン
プルは異なる位置に配置しているとは言え
ず、運動前後で腸内フローラ細菌の構成は変
化していないと推察された（図３）。以上の
結果から、サラブレッドにおいて、高強度の
オールアウト運動は一部の菌に影響を与えて
いる可能性はあるが、その影響は極めて限定
的であると考えられた。

オールアウト運動がサラブレッド腸内フローラに与える影響

◯高橋佑治・丹羽秀和・向井和隆・大村　一・高橋敏之（総研）
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図 3 各採材日と腸炎発症馬の主座標

分析 

 

図１　採材日間における各菌の相対的な割合の変化

図３　各採材日と腸炎発症馬の主座標分析

図２　採材日間におけるSimpson indexの変化　
*有意差あり
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【背景と目的】
近年、競走馬では重篤な腸炎が増加傾向に
あり、この腸炎の発症には抗菌薬投与や長距
離輸送が関連している可能性が指摘されてい
る（藤木ら，第56回本発表会）。ヒトでは腸
内フローラの変化が一部の消化器疾患の発症
に関与していることが知られており、馬の腸
内フローラも抗菌薬や全身麻酔などの各種ス
トレス要因により影響を受けることが示唆さ
れている。これまでに輸送熱予防の目的でマ
ルボフロキサシン（MBFX）が単回投与され
た長距離輸送馬において腸内フローラの変化
が認められたことが報告（丹羽，第28回日
本ウマ科学会）されているが、予防的抗菌薬
投与や長距離輸送などのそれぞれの要因がど
のように腸内フローラに影響を与えるかにつ
いては明らかになっていない。そこで本研究
では、輸送熱予防として実施されるMBFXの
単回投与が腸内フローラに与える影響を調査
した。

【材料と方法】
調査には健康で同一環境において飼育され
たサラブレッド６頭（２歳，雄３頭，雌３頭）
を供試した。材料としてMBFXの単回投与（２ 
㎎ /㎏ ）の前（１日前）、後（１，３，７日後）
の直腸便を用手により採取した。腸内フロー
ラの解析は、次世代シークエンサー（NGS）
による網羅的解析法を使用した。すなわち、
糞便から細菌のDNAを抽出し、PCR法によっ
て全ての細菌が保有する16S rRNA遺伝子の
V4-V5領域を増幅した後、増幅産物の塩基
配列をNGSで解読した。得られた塩基配列を
データベースの既知の細菌の配列と照合し、
腸内フローラを構成する細菌種の比率を決定
した。得られたデータについては各種統計解
析を行った。さらに、主座標分析を用いて腸
炎により死亡または安楽死となった馬の結腸

の腸内フローラと比較した。

【結果と考察】
供試した６頭は、いずれもMBFXの単回
投与後の健康状態に異常は認められなかっ
た。腸内フローラの多様性を示す指標であ
るSimpson indexは、投与前後では優位な差
は認められず、MBFXの投与は腸内フローラ
全体には大きな影響は与えないと考えられ
た（図１）。一方、腸内フローラを構成する
個々の菌に注目すると、大腸菌などが含ま
れるGammaproteobacteriaの比率が投与１お
よび３日後に減少することが明らかとなった
（図２）。また、主座標分析の結果、供試馬の
MBFX投与後の腸内フローラは腸炎症例のも
のとは明らかに異なっており（図３）、供試
馬に認められた腸内フローラの変化は疾病に
直接つながるものではないと推察された。
以上の結果から、MBFXの単回投与は競走
馬の腸内フローラに与える影響は限定的であ
ると考えられた。しかし、一部の腸内フロー
ラ構成細菌では投与後に腸内フローラ全体に
占める割合が低下したことから、MBFXの予
防的投与は個体の健康自体には影響はない
が、影響を受ける一部の菌では耐性菌の選択
に関与する可能性が考えられた。

マルボフロキサシンの静脈内単回投与が競走馬の腸内フローラに与える影響

◯丹羽秀和（総研）・水上寛健・冨成雅尚（日高）・木下優太・内田英里・片山芳也（総研）
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図１　マルボフロキサシンの静脈内単回投与前後における腸内フローラ構成細菌の
推移

 図２　Gammmaproteobacteriaの糞便内出現頻度
　　　投与１日および３日後に出現頻度が有意に低下
　　　（Steel-Dwass, P=<0.05）

図３　主座標分析によるマルボフロキサシン投与馬
と腸炎発症馬の腸内フローラの比較
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【背景と目的】
ウマのエンドトキセミア（Et）は腸内細菌
叢のlipopolysaccharide（LPS）が全身性炎症
反応を引き起こし、致死率の高い腸炎を続発
することもあることから、競馬サークルで関
心の高い病態の１つである。Et症状の改善に
は、30年以上にわたりcyclooxygenase（COX）
非選択的抗炎症薬に分類されるフルニキシ
ンメグルミンが第1選択薬として用いられて
いるが、奏効しないケースも少なくない。近
年、COX非選択的抗炎症薬には損傷した腸粘
膜の回復を遅延させることもウマで報告され
ていることから、消化管粘膜の保護を阻害し
ないCOX-2選択的抗炎症薬の使用が有用で
あると考えられる。しかし、ウマのEtに対す
るCOX-2選択的抗炎症薬の効果に関する報
告はないため、Etモデルにウマ臨床現場で広
く使用されているCOX-2選択的抗炎症薬で
あるメロキシカム（MX）を事前に投与し、
その効果を検討した。

【材料と方法】
サラブレッド種５頭に、生理食塩水に溶解
したLPS（30ng/kgbwt）を静脈内投与してEt
モデルを作成し、MX群と対照群の２群に分
けてクロスオーバー試験を実施した。すなわ
ち、LPS投与60分前にMX群にはMX（0.6mg/
kg, Metacam, Boehringer Ingelheim社）を、
対照群には生理食塩水（20ml/500kgbwt）
を経口投与した。同一個体における両試験間
には、最低６週間のウォッシュアウト期間
を設けた。LPS投与60分前から投与420分後
まで経時的にペインスコア（Pritchett et al, 
2003）を評価するとともに、直腸温、心拍数、
呼吸数、蹄壁表面温度（HWST）、白血球数、
血漿tumor necrosis factor-alpha（TNF -α）
濃度およびコルチゾール濃度を測定し、両群

間で比較検討した。

【結果と考察】
対照群ではLPS投与30分後からペインスコ
ア（図１）が上昇し、投与60分後以降のす
べての時点で有意に高値を示した（p<0.01）。
一方MX群ではLPS投与60分後から上昇し、
LPS投与前と比較して投与後240、300、360
分に有意な高値を示すのみであった（p< 
0.05）。LPS投与後60、90、120、180分に
おけるペインスコアは、MX群では対照群
に比べて、有意に低かった（60、90分後：
p<0.01, 120、180分後：p<0.05）。また、全
測定時点におけるペインスコアの積算の平均
を群間比較すると、MX群（10.1±0.1点）は
対照群（13.8±0.4点）に比べ有意な低値を
示した（p<0.05）。直腸温、心拍数、呼吸数、
HWST 、白血球数、血漿TNF-α濃度および
コルチゾール濃度は、群間に有意差を認めな
かった（図２）。
本研究では、MXの前投与がウマEtモデル
において疼痛を軽減することを初めて明らか
にした。MXは、ウマのEtにおける治療薬と
なる可能性があると考えられた。

ウマのエンドトキセミアモデルに対するメロキシカムの疼痛軽減効果

◯浦山俊太郎・長島剛史・福田一平・藤澤千尋・佐藤宏昭・草野寛一（美浦）
田中あかね・松田浩珍（東京農工大学）
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図１　ペインスコアの経時的推移（左）と積算の平均（右）
対照群内 ： 60分以降すべてで有意に高値（a-b: p < 0.01）
MX群内 ： 240、300、360分で有意に高値（a-c: p < 0.05）
両群間 ： MX群は対照群に比べ有意に低値（*: p< 0.05, **: p< 0.01）

（左）Two-way repeated ANOVA; Steel Dwass test
（右）Student-t test

図２　各測定項目の経時的推移
直腸温度（左上）、白血球数（右上）、
蹄壁表面温度（左中）、TNF-α濃度

（右中）、コルチゾール濃度（左下）
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【背景と目的】　
重篤な腸管感染症の病態解明あるいは予
防・治療法の検討を行う上で、腸管粘膜にお
ける病変形成機序、特に感染初期病変の理解
は重要である。しかしながら、死亡症例を用
いた病理学的検査では病態の終末像しか見る
ことができず、病変形成初期の事象を類推す
ることは難しい。また、研究馬を用いた感染
モデルの作出においても、発症始期を明確に
判断できない場合には、粘膜に生じた初期病
変の採取適期を特定することが困難となる。
そこで本研究では、病原微生物が腸管粘膜に
及ぼす影響の再現ならびに感染初期の組織病
変の観察を可能にするため、ウマ腸管粘膜を
用いた器官培養法（Organ Culture; OC）につ
いて基礎的技術の検討を行った。

【材料と方法】
安楽死直後のウマ空腸および結腸18検体
を用いて、既報を参考に材料採取方法、培養
組織片作製法、培養条件、および標本作製技
術について検討した。形態保持性に優れた培
養方法を選択するため、培養開始後24時間
および48時間のサンプルについて病理組織
学的観察を行い、腸粘膜上皮の経時的な変化
を評価した。

【結果と考察】
以下の手法において比較的良好な結果が得
られた。[サンプル採取・培養組織片作製] 
腸組織は、摘出後速やかに10㎝ 角のシート
状に整形し、温PBSによる洗浄後に抗菌薬を
含む冷却ハンクス平衡塩溶液中で腸壁の平滑
筋層および漿膜を分離・除去した。培養用組
織片の大きさは直径５㎜ とし、同サイズの生
検用トレパンを用いて前記粘膜シートより切
り出した。［培養条件］ 組織片は細胞培養用
６穴プレートに固定したセルストレーナー

（100µmメッシュ）上に静置し、培地を添
加後に回転振盪台上（傾斜角５°、毎分５回
転）で組織片が露出と浸漬を繰り返すよう液
量を調整した。Seniorら（1986）の方法を
基本としたウシ胎子血清添加培地を用い、
37℃、95％ O2、 ５％ CO2条件下に維持され
た密閉式チャンバー内で培養を行った。なお、
培地交換は24時間毎に実施した。これらの
手法で、大結腸は培養終了時まで粘膜上皮細
胞の連続性を維持することができた。しかし、
時間経過に伴い粘膜上皮細胞の軽度な萎縮や
腸陰窩開口部の拡張が観察され、特に陰窩底
部では上皮の扁平化や壊死も認められた（図
１）。また空腸では絨毛ヒダの消失、絨毛の
短縮、および中心リンパ管の著しい拡張が観
察されたものの、絨毛表面の粘膜上皮の連続
性は保たれていた。その一方で空腸陰窩深層
においては、大結腸より顕著な粘膜上皮の変
性・脱落が培養48時間後までに観察された
（図２）。走査型電子顕微鏡による培養組織片
観察において空腸陰窩開口部は狭小であった
ことから、表層上皮に比し深層上皮は新鮮な
培地を介した栄養供給が乏しくなっているも
のと推察された（図３）。以上の結果より本
手法は、暴露後短時間で粘膜表層の上皮傷害
を招来する化学物質や細菌産生毒素による組
織病変の再現に適しているが、ウイルスある
いは細胞内寄生菌など、暴露・感染後から病
変形成に至るまでに一定の時間を要す実験に
は不向きであると考えられた。

ウマ腸管の器官培養法に関する基礎的検討

〇上野孝範・越智章仁・片山芳也（総研）
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【背景と目的】
芝馬場の硬度を測定する方法として平成元
年より硬度測定車を使用し、測定結果を管理
にフィードバックさせるなど一定の成果を得
てきた。しかし、車両の重量が大きいため、
芝馬場の損傷を考慮すると測定は良馬場に限
定され、年間でも最大で５回程度の限定的な
データしか測定できない状況であった。本研
究では、クレッグインパクトソイルテスター
（以下、クレッグハンマー）という不良状態
でも馬場への損傷がなく多数回の測定が可能
な軽量の測定機器を使用して硬度を測定し、
①含水率との関係性、②硬度測定車の測定値
との関係性、について調査した。

【材料と方法】
函館・新潟・中山・東京の４競馬場におい
て、１m×２mの調査区を５区画設けた。そ
の内３区画（A1～ A3）についてはクレッグ
ハンマーのみで測定し、２区画（B1・B2）
はクレッグハンマーと硬度測定車にて同時に
測定した。手順は、（１）調査区に対して人
為的に降水量５～10㎜ 相当の水を散水、（２）
クレッグハンマー及び硬度測定車で硬度を測
定、（３）土壌の含水率を測定、これらを１セッ
トとし、馬場状態が不良になるまで10セッ
ト程度を繰り返して行った。１セットにおけ
る測定回数は、硬度測定車は１回、クレッグ
ハンマーは３回とし、クレッグハンマーは３
回の平均値をデータとして採用した。（クレッ
グハンマーによる測定値を以下「クレッグ値」
と記載）

【結果と考察】
全ての競馬場において、含水率の上昇に
伴ってクレッグ値が低下する傾向が見られ、
土壌の含水率が芝馬場の硬度の一要因である

ことが確認できた。（図１）
また、強い相関を示した函館・中山におい
て、馬場状態ごとの硬度変化に着目して分析
した。その結果、函館では良・稍重の馬場状
態で硬度が緩やかに低下したのに対し、中山
では急激に低下したことから、洋芝の馬場と
野芝を主体とした馬場で傾向が異なることが
示唆された。一方、重・不良の馬場状態では、
函館・中山とも含水率の上昇に伴った硬度変
化は無く60G程度で一定となり、硬度が下げ
止まる共通した傾向が示された。（図２）
次に、クレッグ値と硬度測定車の測定値を
様々な含水率の条件下で比較した結果、全て
の競馬場で含水率に関わらず強い相関を示し
た。（図３）
さらに、４競馬場のデータを統合した場
合においても、クレッグ値と硬度測定車の
値は強い相関を示したことから、クレッグハ
ンマーと硬度測定車の間に互換性を確認でき
（図４）、これまで蓄積した硬度測定車のデー
タとの連続性が示された。今後さらにデータ
を蓄積し互換性を数値化することで、クレッ
グハンマーと硬度測定車を併用した多角的な
分析が可能となることが期待される。
今後は土壌特性や草種、競馬開催による馬
場の損傷などの要素とクレッグ値との関係性
について検証するとともに、様々な場面で利
活用できるよう継続してデータの蓄積・分析
を行いたい。

クレッグインパクトソイルテスターを用いた
クッション性の調査及び多角的分析

○田村陽輔・今泉信之・施設部馬場土木課・重岡真司（施設部）
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図 1 含水率と硬度の相関  
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図１　含水率と硬度の相関

図２　馬場状態による硬度変化の傾向（函館・中山）

図３　クレッグハンマーと硬度測定車の測定値の相関 図4　硬度測定車との互換性



（124） 馬の科学　Vol.55（2）2018

【背景と目的】
BMO（Bone Marrow Oedema）型信号変化
は、海綿骨内の水腫様変化を示した画像所見
として、主にヒト整形外科領域のMRI検査に
おいて用いられる用語である。馬における表
現方法は今のところ確立されてはいないが、
同様の画像所見が認められることが知られて
おり、臨床上問題となるX線検査など既存の
画像診断法で異常を検出できない症例の診断
手段の１つとして有用である可能性がある。
しかしながら、現役競走馬におけるBMO型
信号変化についての報告は未だ限られ、その
発現状況については不明な点が多い。そこで
今回我々は、下肢部の運動器疾患が疑われ、
立位MRI（sMRI）検査を実施した競走馬31
頭において、BMO型信号変化の診断的意義
について検討した。

【材料と方法】
装置はHallmarq Equine Limbscanner®を使
用し、立位鎮静下で検査を実施した。X線検
査において骨折線を認めなかった症例を対象
に、臨床所見に基づいて球節部（16頭）、腕
節部（８頭）あるいは繋靭帯起始部（７頭）
のsMRI検査を実施した。なお、BMO型信号
変化については、既報に基づき次の通りに定
義した：海綿骨内におけるT1強調画像での
低信号ならびにT2*強調画像での等～高信号
と周囲の無信号あるいは脂肪抑制画像での高
信号領域の出現（図１）。

【結果】
BMO型信号変化を認めた症例は、球節部
の異常が疑われた16頭のうち８頭（第１指
（趾）骨：５頭、第３中手骨遠位部：３頭）、
腕節部の異常が疑われた８頭のうち４頭（橈
骨遠位部：３頭、第３手根骨：１頭）、繋靭
帯起始部の異常が疑われた７頭のうち１頭

（第３中手骨近位掌側部）であった（図２～
５）。sMRI検査を実施した31頭のうち、24
頭が競走に復帰した。24頭のうち、BMO型
信号変化を認めた馬は11頭であり、復帰ま
でには134日以上を要した。なお、これらの
11頭のうち、３頭に対して競走復帰前に再
sMRI検査を実施し、BMO型信号変化の改善
を確認した。

【考察】
sMRI検査においては、海綿骨内の水分量
の変化に基づいて診断が可能であり、球節部
および腕節部でBMO型信号変化を認めた症
例については、微細骨折あるいは骨挫傷が疑
われた。また、繋靭帯起始部の異常が疑われ
たが、X線検査での診断が困難であった症例
についても、sMRI検査によって起始部の骨
炎症像を描出できた。さらに、このBMO型
信号変化を認めた症例では、競走復帰までに
一定期間を要することが示唆された。一方、
BMO型信号変化は、適切な休養によって経
時的に改善する可能性があり、治癒過程にお
ける病態評価のための有用な指標として利用
できると考えられた。以上から、競走馬の
sMRI検査において、BMO型信号変化は診断
的意義のある所見と考えられた。

 

現役競走馬の立位MRI検査におけるBMO型信号変化の診断的意義

◯溝部文彬・野村基惟・新崎裕太・岡田　淳・石川裕博（栗東）・山田一孝（麻布大学）・栗本慎二郎（栗東）
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【背景と目的】
当センターでは2010年以降、喉頭片麻痺
の症例において背側輪状披裂筋（CAD）の超
音波による評価を実施している。CADの評価
の際、喉頭を形成する３つの特徴的な軟骨（披
裂軟骨、甲状軟骨、輪状軟骨）を正確に描出
することは必要不可欠である。検査を開始す
るためのランドマークも軟骨の描出であり、
その際に喉頭軟骨奇形と診断した１例、およ
びCAD横断像描出の際に輪状軟骨の異形成と
診断した２例、さらに披裂軟骨筋突起の異形
成と診断した１例についてその概要を報告す
る。

【症例1】
２歳の入厩前のサラブレッドであり、喘鳴
を主訴に喉頭形成術の手術依頼で来院した。
安静時内視鏡検査で右側の喉頭片麻痺（G4）
と診断し、超音波検査の実施により甲状軟
骨と輪状軟骨の位置関係の異常を認めた（図
１）。右側喉頭片麻痺の原因の一つと報告さ
れている4th branchial arch defect （4BAD）
と診断した。手術不適応であり経過観察とし
た。喘鳴は続いたが、競走馬登録され、地方
競馬において、24戦１勝であった。

【症例2】
２、３歳で各１戦のみ喘鳴を発症しながら
出走したが、凡走であった。来院時の安静時
内視鏡検査ではG2bであった。超音波検査で
は、CAD横断像で輪状軟骨矢状稜の欠損を認
めた（図２、３）。喉頭形成術は可能であり、
術後も順調に経過したが、運動器の障害で競
走馬登録されなかった。

【症例3】
入厩前の２歳で、喘鳴を認め喉頭形成術依
頼で来院した。来院時の安静時内視鏡検査で

は左右ともにG3cであった。超音波検査では、
症例２同様CAD横断像で輪状軟骨矢状稜の欠
損を認めた。喉頭形成術は実施しなかった。
その後の経過は不明である。

【症例4】
入厩前の２歳で、１歳調教時から喘鳴を認
めていた。来院時の安静時内視鏡検査では
G4であった。超音波検査では、CADの描出
は可能であり、左右比率はL/R：0.83であっ
た。披裂軟骨筋突起の描出が困難であり（図
４）、それまでの症例と比較し明らかな違い
を認めたが、喉頭形成術を実施した。手術中、
披裂軟骨筋突起の確認が不可能であり、手術
は中止した。現在経過観察中である。

【考察】
我々は、昨年のウマ科学会症例検討会で体
表からのCADの超音波描出とその診断的価値
に関してDr.Ducharmeから評価を得た。現在
はCAD描出のみならず各軟骨の評価も可能と
なった。症例４に関してはこれまで遭遇した
ことのないケースであり、手術適応外との診
断には至らなかった。馬の喉頭疾患に関して
は未知の部分もあると考えられる。今後も症
例とデータ集積を重ね、エビデンスの確立を
目指したい。

超音波で診断した喉頭軟骨異形成の４症例

〇佐藤正人・樋口　徹・井上　哲・後藤忠広（NOSAIみなみ 日高支所 家畜高度医療センター）
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図 2 症例 2、CADおよび輪状軟骨横断像        図 3 3 歳、正常馬の CAD および輪状軟骨横断像 
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図 4 症例 4（左）および 2 歳喉頭片麻痺馬（右）、輪状軟骨斜縦断像      
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図１　症例１、超音波像

図２　症例２、CADおよび輪状軟骨横断像
　　　LCAD：左側CAD　RCAD：右側CAD

図４　症例４（左）および２歳喉頭片麻痺馬（右）、輪状軟骨斜縦断像

図３　３歳、正常馬のCADおよび輪状軟骨横断像
　　　LCAD：左側CAD　RCAD：右側CAD
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【背景と目的】
反回喉頭神経障害（RLN）は、背側輪状披
裂筋（CAD）および外側輪状披裂筋（CAL）
などの喉頭筋の萎縮により左披裂軟骨の虚脱
をきたす疾患であり、競走馬における上気道
狭窄の主要な原因の一つである。RLNの診断
においては安静時および運動時内視鏡検査に
よる喉頭機能評価が行われるが、近年、喉頭
超音波検査によるCALのエコー輝度と喉頭機
能の関連性が報告されている。しかし、披裂
軟骨の内転筋であるCALは披裂軟骨の虚脱に
直接的に関与しないため、RLNの病態を正確
に把握するためには外転筋であるCADの評価
がより重要であると考えられる。本研究では、
RLNを有する競走馬においてCADの超音波検
査所見と運動時の喉頭機能の関連性について
調査を行い、本検査法の有用性について検討
した。

【材料と方法】
運動時の呼吸障害を主訴として安静時内視
鏡検査（グレード（Gr）I～IV）およびオーバー
グラウンド内視鏡（OGE）（Gr.A ～ C）を実
施したサラブレッド種競走馬21頭（雄16頭・
雌５頭、年齢：3.2±1.0歳、体重：498.8±
27.4㎏ ）を、OGEの結果に基づいてRLN群（Gr.
B/C・13頭）および非RLN群（Gr.A・８頭）
に分類した。それぞれの安静時Grは低い順に
RLN群（０／３／６／４）頭、非RLN群（４
／３／１／０）頭であった。すべての馬に対
して、鎮静下にて経皮的にCADの超音波検査
を実施し（図１）、輪状軟骨背側稜直下にお
けるCADの断面積を計測して、左CAD断面積
および左右比（左／右）についてRLN群と非
RLN群で比較検討した（図２）。またCAD左
右比を指標とするRLNの診断精度を求めるた
めROC （Receiver Operating Characteristic）
解析を行い、安静時内視鏡検査と比較した。

【結果および考察】
左CAD断面積の平均値（平均±標準偏差）
はRLN群1.90±0.38㎠および非RLN群2.43±
0.35㎠、CAD左右比の中央値（四分位範囲）
はRLN群0.71（0.65-0.77）および非RLN群
0.97（0.91-0.98）でいずれも有意差があっ
た（t 検定およびMann-Whitney 、p<0.05）
（図３･４）。CAD左右比を指標とするROC曲
線のAUC（曲線下面積）は0.91であり、CAD
超音波検査はRLNの診断において高い精度を
有することが示された。また診断基準とな
るカットオフ値は左右比0.8となり、これに
基づくRLNの診断精度（感度92.3％、特異度
87.5％、正診率90.5％）は、安静時内視鏡検
査（それぞれ76.9％、87.5％、80.9％）を
上回った（図５）。RLN群のうち安静時Gr.II
であった３例は、いずれも左右比0.8以下で
あったのに対し、非RLN群のうち安静時Gr.III
であった１例ではCADの萎縮を認めなかっ
た（図６）。RLNの診断においては、安静時
と運動時で所見が異なるケースが少なくない
が、本研究では安静時検査とOGEの結果が異
なるこれらの症例においても、CAD左右比と
運動時の喉頭機能には相関が認められた。以
上のことから、超音波検査によるCADの評価
はRLNの正確な病態を把握する上で有用であ
り、内視鏡検査を補完する検査法であること
が明らかとなった。

反回喉頭神経障害における背側輪状披裂筋の超音波検査の有用性について

〇酒井哲志・東樹宏太（美浦）・前田益久・菊地拓也・石川裕博（栗東）・草野寛一（美浦）
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【背景と目的】
山家らは平成29年度産業動物獣医学会（北
海道）において「脛骨遠位外果骨折に対して
外科手術を実施したサラブレッド73頭に対
する回顧的調査」を報告し、脛骨遠位外果骨
折は若齢の雄馬に多く発生したが、競走馬や
繁殖雌馬にも認められ、左右差はなかった。
関節切開（48頭）と関節鏡手術（22頭）に
より骨片の摘出を行ったが、どちらも競走馬
としての予後は良好だった。
従来、脛骨遠位外果骨折の骨片摘出手術は、
関節切開（AT）により行っていたが、2010
年（O’neillら）と2011年（Smithら）に関節
鏡視下摘出手術の報告があり、2012年以降
に関節鏡視下摘出手術（AS）を実施した22
頭について、手術方法の概要とその有用性を
検討したので報告する。
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13頭・雌９頭、手術時の年齢は当歳８頭・
１歳６頭・２歳３頭・３歳の競走馬が２頭・
６／８／21歳の繁殖雌馬が３頭であった。
罹患関節は右14・左７・両側１であった。
すべての症例は臨床症状とレントゲン検査に
より診断された。
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変位の程度が様々で、バリエーションが大き
かった（図１）。また、ほぼ半数の10頭にジョ
イントマウス（背内側遠位に多かった）が認
められ、術前の超音波検査による位置と形状
の確認が可能で、関節鏡手術が特に有用な症
例であった（図２）。
患部の炎症や腫脹が強い場合には、局所の
消炎処置、消炎鎮痛剤の投与を行い、症状の
改善を待ってから手術を行うことも多かった。
ASは常法通り、イソフルラン-酸素吸入麻
酔（IPPV）下仰臥位で行い、飛節を軽く曲
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を外科的に消毒した。
背内側に刺入した針から灌流液により拡張
させた背外側腔のやや遠位（上）を小切開し
関節鏡を挿入した。針の刺入により位置を確
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骨折線から器具を使って骨片を起して分離
した。次に、骨片と側副靭帯付着部をシェー
バーやロンジュールを使って分離した。
骨片を背外側あるいは底側の鉗子口から摘
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い摘出の状況を確認した（図３）。
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く反転した状態。４）骨片が180度反転して、
骨片の骨折面を視認し分離を確認（図４）。
シェーバーで骨片分離後の側副靭帯のトリ
ミングを行った。ヴァルカン®のチーゼルプ
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４～５ヶ所のポータルの皮膚縫合、しっか
りした圧迫包帯を行い通常通り覚醒させた。
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【結果と考察】
いずれの症例においても関節鏡視下で、
様々な大きさの骨片の摘出が可能であった。
麻酔・覚醒に問題なく、術後合併症はほと
んど認められなかった。術後の患部の状態は
ASのほうがATよりも良好に経過する傾向が
認められた。
麻酔時間はASが平均128（78～190）分で、
ATの平均85.7分より長かった。
足根関節の背外側腔は狭く、ポータルどう
しが近いためにトライアンギュレーションが
やや困難だった。シェーバーとヴァルカン®
はそれぞれの目的に対して非常に有用であっ
たが、操作にはある程度の習熟が必要で、手
技には時間を要した。
ASによりジョイントマウスやフィブリン
の摘除（多量の症例も）が可能となり、関節
全域の滑膜・関節軟骨の評価と異常滑膜の除
去と軟骨のトリミングや十分な関節洗浄など
の外科処置が実施できた。
ASはATに比較して手術手技により習熟を
要し、手術時間が長くなったが、ATでは不
可能な鏡視下での骨片と側副靭帯との分離・
ジョイントマウスの摘除・関節全域の構造物
の観察と異常に対する外科処置などが可能と
なることから、メリットが大きくより有用な
手術方法であると考えられた。
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図２　ジョイントマウス
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図４　Electrosurgical Deviceの使用方法
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【背景と目的】
血中乳酸値は、ウマの調教時の運動負荷お
よびトレーニング効果を評価する指標として
有用である。本調査では、JRA育成馬を用い
て坂路調教後に血中乳酸値を測定し評価する
ことで、日高育成牧場で行った育成調教の効
果判定を実施した。合わせて競走馬の距離適
性と関連が示されているミオスタチン遺伝子
多型について、調教時の乳酸産生に関する遺
伝子型別特徴を検討した。

【材料と方法】
対象馬は、2016～17年に日高育成牧場で
育成調教を行ったJRA育成馬56頭（雄32頭、
雌24頭）とした。１歳の12月から２歳４月
まで1000m屋内坂路馬場にて調教を行い、
調教直後に採血して乳酸値を測定した。12
月～１月は坂路１本、２月～４月は坂路２本
走行後に採血を行った。乳酸値はラクテート
プロ２を用いて測定し、延べ789データが得
られた。調教効果判定は月別に共分散分析を
行い（図１）、ミオスタチン遺伝子型別の比
較は雄・雌別にΔLAを算出し分散分析を実
施した（図２）。

【結果】
月別の血中乳酸値の比較
雄において、12月および１月と比較して
２月の乳酸値が有意に低く、２月と３・４月
の間には有意な変化は認められなかった（図
３）。一方、雌において全てのデータを利用
すると共分散分析は実施できなかったが、２
月と３・４月で比較したところ雄と同様に有
意差は認められなかった。
ミオスタチン遺伝子型別の比較
雄・雌とも有意な変化が認められなかった
２月以降のデータを用いてΔLAを算出した。
その結果、CC型と比べてCT型およびTT型で
有意に低く、CT型とTT型の間には有意差を
認められなかった（図４）。次に、調教進度
とΔLAとの関係を知るため、２月以降に坂
路調教を２本実施した回数とΔLAとの関係
を調べたところ、有意な負の相関関係が認め
られた（図５）。

【考察】
調教効果判定について
１歳12月から２歳２月にかけて雄の坂路
調教後の血中乳酸値が減少したことから、
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(図 4)。次に、調教進度とΔLA との関係

を知るため、2 月以降に坂路調教を 2 本
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2016～17年に日高育成牧場で行った調教に
より雄育成馬の有酸素性運動能力が向上した
ことが示唆された。しかし、２月に坂路走
行本数が１本から２本へ増えたことによる
ウォームアップ効果や、調教から離脱したト
レーニングレベルの低い馬のデータが反映さ
れなかった可能性も考えられ、今後測定条件
をそろえた調査が必要だと考えている。また、
雄・雌ともに２月以降は坂路調教後の血中乳
酸値に有意な変化が認められなかったことか
ら、この時期の育成馬の有酸素性運動能力を
向上させるにはより強い調教負荷が必要であ
るのかもしれない。
ミオスタチン遺伝子型別の特徴について
CT型およびTT型で坂路調教後の乳酸値が
有意に低かったことから、CT型およびTT型
はCC型よりも有酸素性運動能力が高いこと
が示唆された。しかし、CC型では他の遺伝
子型よりも筋肉量が多くより多くのエネル
ギーを必要とするため、乳酸産生量が増えた
可能性が考えられる。また、坂路２本調教回
数と乳酸産生との関係を調べたところ有意な
負の相関関係が認められたことから、育成期
の有酸素性運動能力は調教進度に影響される
ことが示唆された。
今回の調査により、坂路調教後の血中乳酸
値から育成調教に関するいくつかの知見が得
られた。しかし、未だ不明な点が残されてい
ることから、今後も調査を継続しさらに詳し
く検討していきたい。
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２月以降、雄・雌とも坂路２本調教を15回実施

図４　ミオスタチン遺伝子型別ΔLA
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【背景と目的】　
競技・競走能力を向上させる不正な遺伝子
操作は、スポーツ分野のみならず競馬産業に
おいても脅威となりつつある。競馬産業にお
いては、遺伝子導入法などによる遺伝子ドー
ピング（遺伝子治療の不正利用）、受精卵あ
るいは胚のゲノム改変による遺伝的健全性の
毀損（遺伝子組換え競走馬）が（図１）、 ｢生産、
競馬および賭事に関する国際協約（パリ協約）
｣ で規制の対象になっており、これらの不正
な遺伝子操作の検出法を確立することは喫緊
の課題である。我々は、遺伝子ドーピング対
策として、定量PCR法に基づく導入遺伝子の
高感度検出法の開発、遺伝的健全性の対策と
して、全ゲノムシーケンス（WGS）情報に
基づく改変ゲノム領域の検出について検討し
たので報告する。

【材料と方法】
ウマ血液10mL（EDTAおよびヘパリン）に、
EPO遺伝子をクローニングしたプラスミドベ
クター（p.EPO）を添加することで擬似的な
遺伝子ドーピング状態を構築した（図２）。
添加血液から血漿を分離した後、磁性ビー
ズ法によって血漿中からp.EPOを抽出・回収
した。p.EPOの定量には、絶対定量が可能な
ddPCR（ドロップレッド・デジタルPCR）を
使用した（図３）。
また、３頭（父・母・子）のウマのWGS
解析（30×以上）を実施し、トリオ（父・
母・子）間における一塩基多型（SNP）の遺
伝継承の一致率を調査した。なお、解析パイ
プラインとして、BWA（Burrows-Wheeler 
Aligner）およびGATK（The Genome Analysis 
Toolkit）を使用した。

【結果と考察】
導入遺伝子のddPCR検出においては、血漿
中に添加したp.EPOは、ヘパリン血漿に比べ
てEDTA血漿を使用した際に高率で検出され
た（図４）。EDTA血漿を使用してddPCRを実
施することで、導入遺伝子が血液1 mL中に
概ね200コピー存在すれば、導入遺伝子を検
出できることが示唆された（図５）。
WGS情報に基づく調査においては、シー
ケンス深度（depth）および繰り返し配列の
影響から、トリオ間でSNPの矛盾する遺伝継
承（不一致率：0.83%）が確認された（図６）。
　

【考察と展望】
今回検討した遺伝子ドーピング検出法を基
に、モデル生物（ミニブタ）、また、サラブレッ
ド種へAAV（アデノ随伴ウイルス）およびプ
ラスミドの接種実験を実施し、接種量に対す
る検出可能期間や検出可能量（コピー数）な
どを調査する予定である。また、WGS解析
においては、繰り返し配列の影響を考慮した
解析パイプラインを構築・設定する必要があ
ると考えられた。

競走馬の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性の毀損への対策
に関する研究（第一報）

◯戸崎晃明・菊地美緒・栫　裕永・廣田桂一・永田俊一（競走馬理化学研究所）
眞下聖吾（馬事部）・草野寛一（美浦）
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図１ 遺伝子ドーピングおよび遺伝的健
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図２ 研究デザイン（擬似的な遺伝子ド

ーピング環境の構築と検出法の概念） 

 

 

図３ 研究デザイン（検査の流れ） 

 

 

 

 

図４ 遺伝子ドーピングの検出（EDTA 血

漿およびヘパリン血漿の比較） 

 

 

図５ ddPCR での定量性の確認 

 

 

図６ 全ゲノム解読結果の親子間比較 
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図１　遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性毀損
の概略

図４　遺伝子ドーピングの検出（EDTA血漿およ
びヘパリン血漿の比較）

図２　研究デザイン（擬似的な遺伝子ドーピング
環境の構築と検出法の概念）

図５　ddPCRでの定量性の確認

図３　研究デザイン（検査の流れ） 図６　全ゲノム解読結果の親子間比較
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第20回　牛蹄鉄の導入と普及（前編）
牛蹄鉄の導入
明治政府は富国強兵を国策にし、陸軍は軍馬の
重要性から馬を主体にした西洋蹄鉄術を導入しま
した。そして日清戦争を契機に中国大陸へ進出す
るようになると、軍馬の重要性は一段と高まり、
蹄鉄工兵の需要も増加していきました１, ２）（写真
１）。
そして日露戦争の頃になると、戦闘はもとより
武器や食料を運ぶため大量の軍馬を必要としまし
た。しかし大陸の寒さや悪路のため馬が消耗し不
足したため、現地で使役牛（朝鮮牛）を徴発しま

解 説 記 事

装蹄歴史案内

（元）競走馬総合研究所　関口　隆

したが、その牛には蹄鉄が装着されていました３）。
朝鮮では古代中国から蹄鉄術が伝わり、牛装蹄
も古くから行われていました。しかし西洋の馬の
蹄鉄しか知らなかった日本の軍人たちは、牛にま
で蹄鉄が使われていたことに驚きを隠せませんで
した。陸軍は日露戦争の経験から、朝鮮牛を物資
の運搬など後方支援に活用したいと考えました。
そして陸軍獣医学校の兵頭芳太郎氏ら※１を中心
に牛装蹄の研究が始まり、主に朝鮮の軍馬補充部
で改良が進められました４‒８）（写真２‒４）。

（写真１） 雪中の騎兵　錦絵 日清戦争
（野田市立興風図書館　所蔵）

（写真２）朝鮮の牛装蹄
（装蹄と畜産 第３巻第４号. 昭
和３年装蹄と畜産社発行より
引用。日本装削蹄協会 提供）

（写真3）朝鮮の牛蹄鉄
昭和７年制作

（日本装削蹄協会　所蔵）

（写真４） 朝鮮における牛装蹄の改良
中央の詰襟洋服姿が兵頭氏の同僚で現地で指導する奈良正久
氏。（護蹄第９巻第９号.昭和３年蹄学研究会発行より引用。
日本装削蹄協会 提供）
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※１　兵頭芳太郎氏：明治25年陸軍へ蹄鉄工兵

として入隊し、陸軍獣医学校で蹄鉄工長となり、

勤務のかたわら麻布獣医学校へ通学して獣医免許

を取得、日露戦争へは陸軍獣医として出征した。

そして東京帝国大学講師になり、陸軍一等獣医（陸

軍大尉）に任じられ、終生を装蹄学の研究と生徒

への指導にあたった。また兵頭氏は大正９年、蹄

学研究会を組織して機関誌「護蹄」を発行し、蹄

鉄工の交流と団結を図った。そして大正15年、全

日本蹄鉄工聯盟会を結成して会長に就任し、装蹄

師法制定運動を促進するなど蹄鉄工の生活と地位

向上のため精力的に活動した。しかし装蹄師法の

成立を見ることなく、昭和４年57歳で病死した９）

（写真５, ６）。

明治以降の日本の牛は、役肉兼用として農耕や
運搬などの使役とその厩肥が利用され、使役後は
食肉として取引されるようになりました。また政
府が国策として牧畜業を推進したため、乳製品の
利用が高まり、乳牛も増加していきました。しか
しその護蹄管理は、あまり手間をかけずに行われ、
削蹄を蹄鉄工に依頼することは少なく、畜主が自
ら行うか、出入りの家畜商や蹄削り屋（昔の伯楽）
など無資格者によって行われていました※２。ま
た荷物の運搬などで蹄が磨滅した時は、古くから
牛わらじが使用されていました（写真７）。
民間での牛装蹄は、日露戦争へ蹄鉄工兵として

出征した吉野萬造氏が牛蹄鉄に遭遇し、日本での
使用を考えました。そして吉野式装蹄法を考案し、
東京で牛装蹄研究所を開設して普及に努力しまし
た。しかし一般の蹄鉄工にとっては未知の分野で
あり、また畜主も必要性を感じなかったため、大
正時代まではあまり普及しませんでした10-12）（写
真８, ９）。

（写真７）牛わらじ
前方の鼻緒にあたる部分で内蹄と外蹄を挟んで装着する。
 （奥州市牛の博物館 所蔵）

（写真８）吉野氏の装蹄
工場
枠場に保定された牛と、牛装
蹄研究場の看板がある。（装
蹄と畜産第２巻第10号. 昭和
２年装蹄と畜産社発行より引
用。日本装削蹄協会 提供）
※２ 牛削蹄の実情

（写真９）吉野式牛蹄鉄
馬の古蹄鉄を再利用した蹄鉄
で、イの部分で切断し内蹄と
外蹄に装着する。（装蹄学.昭
和８年有誠堂書店発行より引
用。日本装削蹄協会 提供）

※２　牛削蹄の実情

明治23年に制定された蹄鉄工免許規則では、蹄

鉄工を「他人の依頼に応じ蹄鉄を装し又は蹄を削

るを以て其の業と為す者を謂う」と規定したが、

対象とする家畜などその業務範囲は明記されてい

なかった。一方、乳牛が増加して削蹄の重要性が

認識されると、無資格者による削蹄が問題視され

るようになった。そのため農林省は、「馬に限らず

牛にても免許を要す」という見解を示したが、実

際には60％以上の業務が無資格者によって行われ

ていた。そして昭和15年装蹄師法が制定されると、

（写真５）
兵頭芳太郎氏
（護蹄第10巻第12号. 兵頭
主幹追悼号昭和４年蹄学
研究会発行より引用。日
本装削蹄協会 提供）

（写真６）機関誌「護蹄」
の表紙 昭和８年
（護蹄第14巻第８号. 昭和８年
蹄学会発行より引用。日本装
削蹄協会提供)※表紙にある
15巻は14巻の間違え。
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その業務を「馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の装蹄」

と規定し、牛削蹄を装蹄師のみの業務にしなかっ

た。その理由を馬政局は「牛の削蹄は其の実情に

鑑み、装蹄師以外の者をして行はしめるも支障な

きに依るものである」と説明している。この規定

は装蹄師法が廃止される昭和45年まで改正されな

かったため、戦後急速に普及した乳牛や肉牛の護

蹄管理に問題を残した13-16）（写真10）。
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2016年９月から１年間、オーストラリア連邦
ヴィクトリア州にあるメルボルン大学獣医学部で
海外研修を実施したので、以下にその概要をご紹
介する。

メルボルン大学獣医微生物学研究室の概要
メルボルン大学獣医微生物学研究室はメルボル
ン市街のパークヴィルキャンパス（写真１）に
あり、James Gilkerson教授（写真２左）、Glenn 
Browning教授、Joanne Devlin准教授の３名の教
官、10名の博士研究員、15名の博士課程学生が
所属している。教育面では獣医学部生を対象とし
た微生物学に関する講義・実習を担い、研究面で
は家畜、家禽、愛玩動物のウイルス感染症、細菌
感染症の分野を幅広く手掛けている。同研究室は
感染症診断に関する検査機関でもある。特に馬に
関してはCentre for Equine Infectious Diseasesの
看板を掲げており、オーストラリア国内の診断機
関や獣医師からの依頼に基づき、腺疫や馬鼻肺炎
の検査を有償で行っている。また、2007年の馬

研 修 報 告

メルボルン大学獣医学部での研修報告

競走馬総合研究所　分子生物研究室　　坂内　天

インフルエンザ流行時にはJamesが政府の対策委
員を務め、リングワクチネーションのワクチン
選定や使用方法について助言を行うなど、国の
防疫行政に関与することもしばしばある。James
は世界有数の馬感染症研究の専門家で、４年に
一度開かれる馬感染症の国際学会であるEquine 
Infectious Diseases Conferenceの議長を務めてい
る。
同研究室はAsia Pacifi c Centre for Animal Health
の呼称を持ち、馬以外の動物についても国内外の
機関と連携して幅広く感染症研究を行っている。
Joanneは、鶏の伝染性喉頭気管炎のワクチンに関
する研究を行っており、中でも複数のワクチン株
に由来する遺伝子組換え株の病原性獲得に関する
研究は、センセーショナルな発見としてScience
誌に掲載された。さらに、伝染性喉頭気管炎の組
換え生ワクチンを作製し、オーストラリア国内で
の実用化に向けた準備を進めている。この他、
GlennとJoanneは、様々な家畜のマイコプラズマ
病や、野生動物を含めた動物のクラミジア感染症、

写真１　メルボルン大学パークヴィルキャンパス
の獣医学部棟

写真２　James Gilkerson教授（左）、Charles El-
Hage講師（中央）、筆者（右）
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Ｑ熱などの研究を行っている。また、オーストラ
リア特有の研究として、コアラやカンガルーなど
有袋類から未知のウイルスや細菌を分離する試み
など、ユニークな研究も多い。
メルボルン大学の獣医学教育は日本と同じく６
年制であったが、2016年の入学生から4年制と
なっている。ただし理学部など４年制大学で学士
を修了した者だけが獣医学部へ入学できる仕組み
である。１・２年次はパークヴィルキャンパスで
基礎系の科目（解剖学、生理学、微生物学など）
を学び、３年次以降は郊外のウェリビーキャンパ
スで臨床系の科目（内科学、外科学、放射線学など）
を学ぶ。ウェリビーキャンパスには小動物病院が
あるほか、馬を対象とする病院Equine Centre（写
真３）があり、地域の馬医療の拠点になっている。
同CentreのCharles El-Hage講師（写真２中央）は
馬の臨床が専門で普段は学部生の教育に従事して
いるが、感染症の疫学研究者でもあり、パークヴィ
ルキャンパスに頻繁に来てJamesらとともに研究
を行っている。Charlieは私の滞在中に博士号を取
得し、学位論文は、2007年のオーストラリアに
おける馬インフルエンザ流行時のワクチン接種方
法に関するものであった。一方、近年オーストラ
リアでは腺疫の流行が拡大して競馬開催にも影響
が出ているが、Charlieは2016年夏の腺疫流行に
際し、地域の獣医師や診断機関からの依頼に基づ
く病性鑑定の窓口となっていた。そして腺疫の病
性鑑定に係る検査の実務は、後述するが諸々の事
情から私が担うこととなり、流行状況や診断法に
関する疑義について彼とディスカッションするこ
ととなった。また、Charlieは腺疫ワクチン接種馬

の抗体応答に関する研究や、ロスリバーウイルス
の疫学調査を行っており、これらの研究にも参加
させてもらうことができた。

オーストラリアにおける腺疫の流行状況および病
性鑑定業務について
腺疫は馬やロバの呼吸器感染症の一つで、
Streptococcus equi subsp. equiが原因菌である。
腺疫は罹患馬に発熱、食欲不振、頭頸部のリンパ
節腫脹、膿性鼻汁の漏出などを起こす。若い馬は
感受性が高く、施設に新たに馬を導入した際など
に発生しやすい。腺疫の発生があった場合、流行
の拡大を防ぐため罹患馬は６～８週間、他の馬か
ら隔離する必要がある。防疫には新規導入馬の検
疫とワクチン接種が有効である。ワクチンは発症
を完全に防ぐわけではないが、症状を軽減して菌
の排出期間を短くするため、流行を抑制するのに
役立つと考えられている。
ヴィクトリア州では腺疫は届出の必要な伝染病
であり、発生から7日間以内に州の動物衛生官に
報告することが法で規定されている（Livestock 
Disease Control Act 1994）。これは、腺疫の発生
報告がなされることによって、罹患馬と接触した
可能性のある馬の飼養者が対策を講じることがで
きるほか、当該事案に馬インフルエンザやその他
の感染症が関与した可能性を否定するのにも役立
つためである。腺疫の発生によって、行政による
移動制限や検疫などの処分は課されないが、競馬
や馬事イベントの主催者によってそうした措置が
取られることが多い。
これまで腺疫は同州で年に10件程度発生し
ていたが、2015年以降発生件数が急激に増加
し て い る。Karen Moore博 士（Department of 
Economic Development, Jobs, Transport and 
Resources）のまとめによると、2015年５月～
2016年２月に、州内の57施設で65件の発生が
あった。また、2016年４月にはワンガラッタ競
馬場で調教中の競走馬で腺疫が発生し、競馬開催
が中止されている。発生件数が急増した原因は依
然不明である。ヴィクトリア州獣医局では関係者
に対して、新規導入馬の隔離とワクチン接種を呼
びかけている。写真３　ウェリビーキャンパスEquine Centre外観
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メルボルン大学では腺疫の病性鑑定については
Nino Ficorilli教授（2016年９月に退官）が担っ
ていたが、彼の退官時にそれを引き継ぐ余力のあ
るスタッフが居なかったため、検査体制に空白が
生じた。そこで、馬感染症の血清学的検査の実務
経験がある私に検査を手伝ってほしいと、James
からリクエストがあった。客員研究員という立場
ではあるものの、自分の得意とする血清学的検査
で貢献できるのであればということで快諾し、
ELISA法による腺疫の抗体検査業務を引き受けた。
結果、私の滞在期間中に、延べ98件852検体につ
いて検査を実施した。目的別に分けると、病性鑑
定が39件390検体、輸出前検査が59件462検体で
あった（図１）。地域別に分けると、ヴィクトリ
ア州（444検体）が最も多く、次いでニューサウ
スウェールズ州（232検体）、クィーンズランド
州（141検体）、その他少数ではあるがタスマニ
ア州やニュージーランドからも検体を受けた（図
１）。

図１　メルボルン大学での腺疫抗体検査実施状況

私がメルボルンへ来て2か月近くたった2016
年10月下旬、ヴィクトリア州バララットのMatt 
Cumani厩舎で腺疫の発生があった。同厩舎に
滞在していた馬と、施設を共有していたJames 
Wardiner厩舎の馬には、競馬主催者であるRacing 
Victoriaによって移動制限が課され、現地のニュー
スでも取り上げられた。同厩舎の管理獣医師から
3回に渡って検体が送付され、ELISA法による病
性鑑定を私が実施した。この他、同じバララット
に拠点を持つ厩舎やヴィクトリア州内の診断施
設、ニューサウスウェールズ州、クィーンズラン

ド州、タスマニア州の診断施設からも依頼があり、
感染と考えられる例をいくつか認めた。12月に
はクィーンズランド州デゴンのDarren Bells厩舎
でも4頭の競走馬で腺疫の罹患が確認され、競馬
主催者から移動制限が課された。それに伴い、同
州内の臨床獣医師や診断施設からの病性鑑定依頼
が増えた。
競走馬での腺疫の発生は競馬主催者が最も危惧
するところであり、発生報告の遅滞は経済的被
害の拡大を招きかねない。上記のバララットで
の発生例では、管理獣医師は州政府への届け出を
速やかに行ったが、調教師のCumini氏が管理団
体のRacing Victoriaへ適切な時期に届け出ていな
かったことが後に発覚した。この件でCumini氏は
2017年４月下旬から約３か月半に渡り管理馬の
出走を禁止された。Racing Victoria傘下の腺疫の
発生はこれに止まらず、2017年７月には、フレ
ミントン競馬場とコーフィールド競馬場で誘導馬
を務めた馬が後日腺疫を発症し、レースの際に同
馬と接触した可能性のある競走馬について臨床観
察を強化するようにとの通達が調教師に向けて出
された。
2017年１月以降は、ドバイへの馬の輸出に伴
う出国前検査として腺疫の血清学的検査を依頼さ
れるケースが多く寄せられた。これは日本からの
輸出馬についても同じで、ドバイが輸入する馬に
対して輸出前検査に腺疫のスクリーニング検査を
受けることを義務付けたためである。輸出馬の８
割以上がエンデュランス用のアラブ種で、仕出元
はヴィクトリア州、ニューサウスウェールズ州、
クィーンズランド州、タスマニア州、ニュージー
ランドと広範囲に渡る。
一連の検査を実施している中で、ELISAの結果
に対する依頼者の理解度にかなりのばらつきがあ
ることを感じた。メルボルン大学では、英国の
Animal Health Trust（AHT）が開発したELISA法
を腺疫の血清学的検査に用いている。このELISA
法はペア血清での試験を前提としており、２週間
程度の間隔をあけたペア血清で、１回目の血清は
抗体陰性、２回目の血清が抗体陽性の場合、直近
に菌の暴露を受けたと言える（図２）。一方、あ
る一時点の血清のみを用いた検査は結果の解釈に
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て同じ実施者が試験したとしてもこうしたばらつ
きは生じるものである。対処法としては以下の二
つが考えられる。一つは、陽性コントロール血清
の階段希釈列を置き、標準曲線からカットオフ値
を毎回設定し直す方法。もう一つは、カットオフ
値は固定したままで、陽性コントロールの示した
OD値を用いて検体の示したOD値を補正する方法
である。この問題についてJames 、Charlieと相談
した結果、ELISA法を開発したAHTでは上述の二
つの方法のうち後者を用いているため、以後はそ
れに倣いOD値の補正を行って結果の判定をする
こととなった。
オーストラリアで2015年以降腺疫の流行が拡
大した要因は明らかになっていない。伝播力が強
く、実際に競馬開催に影響を与えていることから、
競馬関係者が警戒すべき疾病の一つである。今回、
腺疫の病性鑑定業務に携わることで検査手技を学
べたのはもちろんだが、時として慎重な対応を要
する依頼者とのやり取りについても多くの事案に
直接関わることができたため、良い経験になった。
また、AHTではこのELISA法をキット化して販売
することを検討しており、必要に応じて日本でも
実施可能になると考えられる。

AHT-ELISA法による腺疫感染馬とワクチン接種馬
の鑑別に関する検討
感染症の予防にワクチンを使用する場合、血清
学的診断法の感度に影響を与える場合がある。す
なわち血清中に検出される抗体が、感染によっ
て作られたのかワクチン接種によって作られた
のかを識別できない状態では、正確な診断ができ
ない。感染抗体とワクチン抗体を識別することを
Diff erentiating Infected from Vaccinated Animals 
（DIVA）と呼ぶ。
前項で記述したようにオーストラリアでは腺疫
が近年多発しており、診断や疫学調査の目的で
ELISA法が用いられている。英国のAHTによって
開発された同法（以下AHT-ELISA法）では二種
類の抗原を用いており、抗原Ａと抗原Ｃのいずれ
か一方でもカットオフ値を上回った場合に抗体陽
性と判定される。一方、米国のワクチン接種馬の
血清を用いた研究では、抗原Ｃがワクチン抗体と

含みを持つこととなるため、推奨されていない。
すなわち、ある時点の血清が抗体陽性の場合、菌
の暴露を受けたことまでは言えるが、それが直近
の感染なのかどうかはわからない。しかし実際に
は、一点の血清での検査を依頼する例が後を絶た
ず、依頼者との連絡にあたるJamesやCharlieが検
査結果の説明に苦慮する場面を何度も目にするこ
ととなった。

図２　メルボルン大学で実施している腺疫の血清
学的診断法の概要

図 2メルボルン大学で実施している腺疫の血清学的診断法の概要

そもそも馬の移動制限や検疫に係る判断を ELISAの結果のみで行うことには限界があると考えられる。
ELISAは感染の広がりを回顧的に調査する上で威力を発揮するが、進行形の流行において感染馬を特定
するのには不向きである。上述のようにペア血清間の陽転を待たなくては確定診断できない上、血清が
採取された時期によっては抗体陰性であってもアクティブな感染が起きている場合もあるからである。
検体採取時点でアクティブな感染がなく排菌していない、すなわちその馬を移動させてよいとの指標を
得るには、喉のう洗浄液の細菌学的検査で陰性を確認するのが直接的でより確実である。実際に今回検
査した中で、ELISAでカットオフ値未満であっても OD値がカットオフ値に近い場合は「ボーダーライ
ン」として結果を返し、依頼者に細菌学的検査の採材を促す場面が多くみられた。
検査法自体の問題としては、検査バッチ毎に陽性コントロールの示す OD値が異なるため、固定され
たカットオフ値で診断を行うことは適切でないと考えられた。毎回同じロットの試薬を使って同じ実施
者が試験したとしてもこうしたばらつきは生じるものである。対処法としては以下の二つが考えられる。
一つは、陽性コントロール血清の階段希釈列を置き、標準曲線からカットオフ値を毎回設定し直す方法。
もう一つは、カットオフ値は固定したままで、陽性コントロールの示した OD値を用いて検体の示した
OD値を補正する方法である。この問題について James、Charlieと相談した結果、ELISA法を開発した
AHTでは上述の二つの方法のうち後者を用いているため、以後はそれに倣い OD値の補正を行って結果
の判定をすることとなった。
オーストラリアで 2015年以降腺疫の流行が拡大した要因は明らかになっていない。伝播力が強く、実

際に競馬開催に影響を与えていることから、競馬関係者が警戒すべき疾病の一つである。今回、腺疫の
病性鑑定業務に携わることで検査手技を学べたのはもちろんだが、時として慎重な対応を要する依頼者
とのやり取りについても多くの事案に直接関わることができたため、良い経験になった。また、AHTで
はこの ELISA法をキット化して販売することを検討しており、必要に応じて日本でも実施可能になると
考えられる。

AHT-ELISA法による腺疫感染馬とワクチン接種馬の鑑別に関する検討
　感染症の予防にワクチンを使用する場合、血清学的診断法の感度に影響を与える場合がある。すなわ
ち血清中に検出される抗体が、感染によって作られたのかワクチン接種によって作られたのかを識別で
きない状態では、正確な診断ができない。感染抗体とワクチン抗体を識別することを Differentiating

Infected from Vaccinated Animals (DIVA)と呼ぶ。
前項で記述したようにオーストラリアでは腺疫が近年多発しており、診断や疫学調査の目的で ELISA

法が用いられている。英国の AHTによって開発された同法（以下 AHT-ELISA法）では二種類の抗原を
用いており、抗原Aと抗原Cのいずれか一方でもカットオフ値を上回った場合に抗体陽性と判定される。
一方、米国のワクチン接種馬の血清を用いた研究では、抗原 Cがワクチン抗体と感染抗体の両方を検出
するのに対し、抗原Aは感染抗体のみを検出する可能性が示されている。この論文で用いているワクチ
ンは、主に米国で市販されている Strepguard（Intervet/Merck Animal Health社）という製品で、主成分は
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そもそも馬の移動制限や検疫に係る判断を
ELISAの結果のみで行うことには限界があると考
えられる。ELISAは感染の広がりを回顧的に調査
する上で威力を発揮するが、進行形の流行におい
て感染馬を特定するのには不向きである。上述の
ようにペア血清間の陽転を待たなくては確定診断
できない上、血清が採取された時期によっては抗
体陰性であってもアクティブな感染が起きている
場合もあるからである。検体採取時点でアクティ
ブな感染がなく排菌していない、すなわちその馬
を移動させてよいとの指標を得るには、喉のう洗
浄液の細菌学的検査で陰性を確認するのが直接的
でより確実である。実際に今回検査した中で、
ELISAでカットオフ値未満であってもOD値がカッ
トオフ値に近い場合は「ボーダーライン」として
結果を返し、依頼者に細菌学的検査の採材を促す
場面が多くみられた。
検査法自体の問題としては、検査バッチ毎に
陽性コントロールの示すOD値が異なるため、固
定されたカットオフ値で診断を行うことは適切で
ないと考えられた。毎回同じロットの試薬を使っ
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では十分な診断感度が得られなかった事実があ
る。よって十分な感度を得るためには今後も抗原
Ｃを併用せざるを得ないと考えられる。実際の判
定にあたっては、抗原Ａに対する抗体上昇があっ
た場合は感染暴露を受けたと判定できるが、抗原
Ｃに対する抗体の上昇があった場合はワクチン接
種が原因である可能性が否定できない。従って抗
原Ｃに対する抗体上昇については、当該馬のワク
チン接種歴を考慮したうえで判定を行うべきであ
ると考えられる。場合によっては抗体上昇が感染
暴露によるものかワクチンによるものか判断がつ
かないケースもあるため、喉のう洗浄液を用いた
PCR法など別の方法での検査が必要になる場合も
ある。

PEPKペプチドELISA法による腺疫感染馬とワク
チン接種馬の鑑別に関する検討
日本では腺疫の抗体検査にPEPK繰り返し配列
の合成ペプチドを用いたELISA法（PEPK-ELISA）
が使われている。同法に関する過去の研究では、
米国で用いられているワクチン、Strepguardを接
種された馬の抗体応答は限定的であり、感染抗体
だけを検出する可能性が示されている。本項では
オーストラリアの馬血清を用いてPEPK-ELISAを
試み、EquivacS接種馬における抗体応答について
検討した。
まず感染馬血清として、AHT-ELISAの抗原Aで
抗体陽転を示した腺疫感染馬のペア血清（n = 3）
をPEPK-ELISAで検査したところ、３頭全てにお
いてOD値の上昇が認められた（図４）。その際、
回復期血清におけるOD値が最も低いものは0.326
であったため、これを暫定カットオフ値と定めた。

図４　腺疫感染馬ペア血清のPEPK-ELISA検査結果

感染抗体の両方を検出するのに対し、抗原Ａは感
染抗体のみを検出する可能性が示されている。こ
の論文で用いているワクチンは、主に米国で市販
されているStrepguard（Intervet/Merck Animal 
Health社）という製品で、主成分は菌体の抽出物
である。一方、オーストラリアでは、EquivacS
（Zoetis社）というワクチンが用いられているが、
こちらも菌体の抽出物を主成分としている。その
ため、AHT-ELISA法がオーストラリアのワクチン
接種馬においても、感染抗体とワクチン抗体を識
別できる可能性があると考えられる。そこで本項
では、EquivacSを接種された馬から経時的に採取
された血清についてAHT-ELISA法を実施し、Ａと
Ｃそれぞれの抗原に対する抗体応答の有無を検討
した。
ワクチン接種馬（n = 15）の血清は、抗原Ａに
対してはOD値の有意な上昇を認めず、カットオ
フ値（0.5）を上回ったものはなかった（図３‒１）。
一方、抗原Cに対してはワクチン接種後に15頭中
５頭でOD値がカットオフ値（0.3）を上回り、平
均値±標準偏差は最大で0.336±0.474まで上昇
した（図３）。

図３　抗原ＡとＣに対するEquivacS接種馬の抗体
応答のまとめ

菌体の抽出物である。一方、オーストラリアでは、EquivacS（Zoetis社）というワクチンが用いられて
いるが、こちらも菌体の抽出物を主成分としている。そのため、AHT-ELISA法がオーストラリアのワク
チン接種馬においても、感染抗体とワクチン抗体を識別できる可能性があると考えられる。そこで本項
では、EquivacSを接種された馬から経時的に採取された血清についてAHT-ELISA法を実施し、AとCそ
れぞれの抗原に対する抗体応答の有無を検討した。
ワクチン接種馬（n = 15）の血清は、抗原 Aに対してはOD値の有意な上昇を認めず、カットオフ値
（0.5）を上回ったものはなかった（図 3-1）。一方、抗原Cに対してはワクチン接種後に 15頭中 5頭で
OD値がカットオフ値（0.3）を上回り、平均値±標準偏差は最大で 0.336±0.474まで上昇した（図 3）。

図 3抗原AとCに対する EquivacS接種馬の抗体応答のまとめ

この結果から、EquivacSを接種された馬群において腺疫の診断を行う上では、抗原 Aを用いた ELISA

は DIVAとして機能するが、抗原 Cを用いた ELISAは DIVAとして機能しないと考えられた。従って
DIVA能の有無だけを考えれば、腺疫の診断に抗原 Aのみを用いることが望ましいようにも考えられる。
しかし元々AHT-ELISAが二種類の抗原を用いるようになった背景には、抗原 Aだけでは十分な診断感
度が得られなかった事実がある。よって十分な感度を得るためには今後も抗原 Cを併用せざるを得ない
と考えられる。実際の判定にあたっては、抗原 Aに対する抗体上昇があった場合は感染暴露を受けたと
判定できるが、抗原 Cに対する抗体の上昇があった場合はワクチン接種が原因である可能性が否定でき
ない。従って抗原 Cに対する抗体上昇については、当該馬のワクチン接種歴を考慮したうえで判定を行
うべきであると考えられる。場合によっては抗体上昇が感染暴露によるものかワクチンによるものか判
断がつかないケースもあるため、喉のう洗浄液を用いた PCR法など別の方法での検査が必要になる場合
もある。

PEPKペプチドELISA法による腺疫感染馬とワクチン接種馬の鑑別に関する検討
日本では腺疫の抗体検査に PEPK繰り返し配列の合成ペプチドを用いた ELISA法（PEPK-ELISA）が
使われている。同法に関する過去の研究では、米国で用いられているワクチン、Strepguardを接種され
た馬の抗体応答は限定的であり、感染抗体だけを検出する可能性が示されている。本項ではオーストラ
リアの馬血清を用いて PEPK-ELISAを試み、EquivacS接種馬における抗体応答について検討した。
まず感染馬血清として、AHT-ELISAの抗原Aで抗体陽転を示した腺疫感染馬のペア血清（n = 3）を

PEPK-ELISAで検査したところ、3頭全てにおいてOD値の上昇が認められた（図 4）。その際、回復期
血清におけるOD値が最も低いものは 0.326であったため、これを暫定カットオフ値と定めた。
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この結果から、EquivacSを接種された馬群に
おいて腺疫の診断を行う上では、抗原Ａを用い
たELISAはDIVAとして機能するが、抗原Ｃを用い
たELISAはDIVAとして機能しないと考えられた。
従ってDIVA能の有無だけを考えれば、腺疫の診
断に抗原Ａのみを用いることが望ましいようにも
考えられる。しかし元々 AHT-ELISAが二種類の
抗原を用いるようになった背景には、抗原Ａだけ
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次に健康馬血清として、AHT-ELISAで抗原Ａ、
Cの両方においてOD値が0.1未満を示した検体（n 
= 30）をPEPK-ELISAで検査した。その結果、暫
定カットオフ値を上回るものが12頭（40.0％）
で認められ、平均値±標準偏差は0.345±0.288
であった（図５）。

図５　健康馬血清のAHT-ELISA検査結果とPEPK-
ELISA検査結果の比較

また、EquivacS接種馬（n = 12）における抗体
応答を検討したところ、４頭（33.3%）がワクチ
ン接種後に暫定カットオフ値を上回るOD値を示
し、平均値±標準偏差のピークは0.303±0.255
であった（図６）。

図６　EquivacS接種馬のPEPK-ELISA検査結果のま
とめ

本項の実験では日本で実施しているPEPK-
ELISAのプロトコルから変更を加えた箇所が複数
ある。具体的にはブロッキング材、二次抗体の種
類、検出試薬について、同じものの入手が困難だっ
たために類似品で代用した。それに伴ってカット
オフ値を新たに設定する必要があったことから、

ワクチン未接種の健康馬血清を用いたカットオフ
値の設定を考えていた。しかし、ワクチン接種歴
が明らかな血清は入手できず、AHT-ELISAで反応
が極めて低かったもの（OD値0.1未満）を健康馬
血清として検査を実施した。その結果、これらの
血清において４割が暫定カットオフ値を上回った
ことから、定法に従ってカットオフ値を算出する
ことは現実的ではないと考えられた。これらの健
康馬はワクチン接種歴が不明だが、ヴィクトリア
州におけるワクチンの販売数と馬の飼養頭数から
大まかに算出すると約３割の馬がワクチン接種を
受けていると推測される。
過去の報告では、日本の健康馬でのPEPK-
ELISA抗体陽性率は３％程度である。本項の実験
では、上記のように日本で実施しているものとは
条件が異なりカットオフも暫定値であるため、単
純に比較することはできないが、オーストラリア
の健康馬では抗体陽性率が約13倍高いことにな
る。ワクチン接種馬の約３割で暫定カットオフ値
を超える抗体応答が認められたことも併せて考え
ると、健康馬血清で見られた抗体陽性例の一部は
ワクチン接種を反映したものである可能性が考え
られる。また、抗体が過去の感染歴を反映したも
のである可能性や、腺疫菌と近縁なStreptococcus 
equi subsp. zooepidemicusとの交差反応である可
能性も考えられる。しかし、理由がいずれであっ
たにせよ、オーストラリアの健康馬群における
PEPK抗体陽性率は高いことから感染症例の診断
に影響を与える可能性が高く、この地で腺疫を診
断する際にPEPK-ELISAを用いることは適当では
ないと考えられた。
現在日本では腺疫の発生が少なく、またワクチ
ンが使用されていないため、同法を用いること
で特に問題は生じていない。しかし、今後の流
行状況やワクチン使用状況の変化によっては、野
外馬における抗体陽性率が上昇することも想定さ
れるため、今回オーストラリアの馬で見られたよ
うな高い抗体陽性率が感染馬の検出を阻害する可
能性は否定できない。その際にはPEPK-ELISAか
らAHT-ELISAへ切り替えることは有力な選択肢
となる。そうした意味では、本項においてPEPK-
ELISAの能力的限界について検証できたこと、お
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よび前項においてAHT-ELISAが不完全ではあるも
ののDIVAとして機能する可能性を見出したこと
は、ワクチンの選定やその後の診断業務を行う上
で有用だと考えられる。

腺疫菌ゲノムプロジェクトへの参加
メルボルン大学はAHTのAndrew Waller博士が
進める腺疫菌ゲノムプロジェクトに参加してお
り、オーストラリア国内で分離された腺疫菌26
株をこれまでに送付している。このプロジェクト
は、ヨーロッパ、北アメリカ、中東、東アジアの
計17ヶ国で分離された株の全ゲノムシークエン
スを用いて系統樹解析を行うもので、世界に分布
する菌株の関連性や特定の性質を持つ菌株の地理
的分布をゲノム解析から明らかにしようというも
のである。そしてAHTから日本の参加を打診され
たことから、競走馬総合研究所で保存されていた
腺疫菌12株を送付した。解析の結果、日本の株
はいずれもアメリカの株と近縁で、輸入馬の１株
を除いたすべての株が一つのクレードに属してい
たことから、日本への腺疫菌の侵入はそれほど頻
繁に起きてはいないと考えられた。

ロスリバーウイルスについての情報収集
ロスリバーウイルス（Ross River virus, RRV）
は、近年日本の競走馬で流行したゲタウイルスと
同じアルファウイルス属に分類され、ヒトの発熱
性疾患であるロスリバー熱を起こす。2017年夏、
ヴィクトリア州でロスリバー熱が大流行し、１月
から２月上旬にかけて857例が報告された。RRV
の自然宿主はカンガルーやコアラなどの有袋類だ
と考えられているが、ヒトへの感染源として馬が
関与しているとも言われている。ただしRRVの馬
における病原性は確認されていない。メルボルン
大学ではAgriBio（ヴィクトリア州の農学研究所）
のStacey Lynch博士（写真４）と共同でRRVの馬
における浸潤状況の調査を計画している。そこ
で、AgriBioを訪問して施設を見せていただくと
ともに、RRVやゲタウイルスについての情報交換
を行った。抗体調査については2017年２月～７
月の間に22頭の馬から81検体の血清を採取した。
このうち２月～４月に採取された血清９検体につ

いて検査が終わっており、９検体全てが抗体陽性
であった。

Australian Animal Health Laboratoryの見学
Australian Animal Health Laboratory （AAHL）
は、メルボルンから電車で1時間ほどのジーロン
に位置し、家畜感染症の診断と研究業務を行う連
邦政府の研究機関である（写真５）。メルボルン
大学のCharlieの取り計らいでKim Halpin博士（写
真６）をご紹介いただき、2017年２月に施設を
見学させていただく機会を得た。AAHLには、ヘ
ンドラウイルスやエボラウイルスなど、最も高い
レベルの生物学的封じ込めを必要とする病原体を
扱うことのできるP4の実験施設があり、その施
設が実際に稼働している。
施設への部外者の立ち入りは厳しく管理されて
おり、車の入場ゲートでアポイントメントの有無

写真４　AgriBioのStacey Lynch博士（左）と筆者

写真５　AAHL外観
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を確認され、レセプションでのパスポートチェッ
クを経て、ようやく入構カードを受け取った。ま
た、アポイントメントを取るのにも事前にパス
ポートのコピーや履歴書の提出が求められた。実
験区域に入るためには、３重の扉を通って施設内
専用の衣服に着替える必要がある。すなわち、外
で着ていた衣服を更衣室ですべて脱ぎ、シャワー
室を通り、中の更衣室で施設内専用衣服を着る。
出るときは逆の手順で、施設内専用衣服を脱ぎ、
シャワーを３分間以上浴びて、外の衣服を着るこ
ととなる。我々の所有する大動物用のP3実験施
設では入退室に際して同様の手順を行っている
が、AAHLの場合は実験区域と外の世界を完全に
分離することを徹底するため、最もレベルの低い
P1に入るだけでもこのような厳格な手順を踏ん
でいる。また、実験区域に入った者は、それから
１週間家畜と接触してはならない。たとえ私のよ
うな外部からの見学者であっても、たとえP1だ
けの入室であっても、この規則が適用される。こ
のことを確認する誓約書に署名をして、入退室の
ガイダンスを30分ほど受けて、実験区域への入
室が許可された。ちなみに、実験区域に物品を持
ち込むことはできるが、外へ出すためにはオート
クレーブやホルマリン燻蒸を経て滅菌する必要が
ある。私は実験区域の写真を撮りたかったが、カ
メラを持ち込むと外に出せなくなるため、写真を
撮ることは断念せざるを得なかった。そうした見
学者向けに施設の概要を説明するため、レセプ
ションのすぐ近くに実験区域の模型が設置されて

いる（図７、８）。
実験区域内はP1からP4の施設に分けられてお
り、大小100以上の部屋がある。各部屋の入口に
は空気圧ゴムでシールされた密封式の扉が二重に
設けられている。スイッチを押して扉の密封が解
除されるのを5秒ほど待って一つ目の扉を開けて
中に入り扉を閉め、それが再度密封状態になった
ら二つ目の扉のボタンを押して、密封解除を待っ
てようやく入室できる。そうした二重扉を設ける
ことで室内の気圧が一定に保たれる。実験区域は
外界より気圧が低い陰圧の状態になっていて、微
生物の漏出を防ぐ作りになっている。実験室の一
つ上のフロアには各部屋からの排気を通すHEPA
フィルターユニットが100個以上並んでおり、排
気はそこを通して屋外へ出る。また、排水は実験
室の一つ下のフロアに集められ、巨大なオートク
レーブで滅菌された後、排出される。総研のP3
施設と仕組みは同じだが、AAHLではその規模が
あまりにも大きく、圧倒されるばかりであった。
P4への入退室にはさらに手順が必要で、P1
～ P3用の衣服を脱いで宇宙服のようなP4専用の
スーツを着ることとなる。P4内には呼吸用の空
気を供給するチューブが天井からいくつもぶら下

写真６　AAHLのKim Halpin博士（右）と筆者

図７　AAHL実験区域の模型（施設を上から見た
イメージ）

図８　AAHL実験区域の模型（施設を横から見た
イメージ）

写真 5 AAHLのKim Halpin博士（右）と筆者

施設への部外者の立ち入りは厳しく管理されており、車の入場ゲートでアポイントメントの有無を確
認され、レセプションでのパスポートチェックを経て、ようやく入構カードを受け取った。また、アポ
イントメントを取るのにも事前にパスポートのコピーや履歴書の提出が求められた。実験区域に入るた
めには、3重の扉を通って施設内専用の衣服に着替える必要がある。すなわち、外で着ていた衣服を更
衣室ですべて脱ぎ、シャワー室を通り、中の更衣室で施設内専用衣服を着る。出るときは逆の手順で、
施設内専用衣服を脱ぎ、シャワーを 3分間以上浴びて、外の衣服を着ることとなる。我々の所有する大
動物用の P3実験施設では入退室に際して同様の手順を行っているが、AAHLの場合は実験区域と外の世
界を完全に分離することを徹底するため、最もレベルの低い P1に入るだけでもこのような厳格な手順
を踏んでいる。また、実験区域に入った者は、それから 1週間家畜と接触してはならない。たとえ私の
ような外部からの見学者であっても、たとえ P1だけの入室であっても、である。このことを確認する
誓約書に署名をして、入退室のガイダンスを 30分ほど受けて、実験区域への入室が許可された。ちなみ
に、実験区域に物品を持ち込むことはできるが、外へ出すためにはオートクレーブやホルマリン燻蒸を
経て滅菌する必要がある。私は実験区域の写真を撮りたかったが、カメラを持ち込むと外に出せなくな
るため、写真を撮ることは断念せざるを得なかった。そうした見学者向けに施設の概要を説明するため、
レセプションのすぐ近くに実験区域の模型が設置されている（図 7、8）。

図 7 AAHL実験区域の模型（施設を上から見たイメージ）

10

図 8 AAHL実験区域の模型（施設を横から見たイメージ）

実験区域内は P1から P4の施設に分けられており、大小 100以上の部屋がある。各部屋の入口には空
気圧ゴムでシールされた密封式の扉が二重に設けられている。スイッチを押して扉の密封が解除される
のを 5秒ほど待って一つ目の扉を開けて中に入り扉を閉め、それが再度密封状態になったら二つ目の扉
のボタンを押して、密封解除を待ってようやく入室できる。そうした二重扉を設けることで室内の気圧
が一定に保たれる。実験区域は外界より気圧が低い陰圧の状態になっていて、微生物の漏出を防ぐ作り
になっている。実験室の一つ上のフロアには各部屋からの排気を通すHEPAフィルターユニットが 100個

以上並んでおり、排気はそこを通して屋外へ出る。また、排水は実験室の一つ下のフロアに集められ、
巨大なオートクレーブで滅菌された後、排出される。総研の P3施設と仕組みは同じだが、AAHLではそ
の規模があまりにも大きく、圧倒されるばかりであった。

P4への入退室にはさらに手順が必要で、P1～P3用の衣服を脱いで宇宙服のような P4専用のスーツを
着ることとなる。P4内には呼吸用の空気を供給するチューブが天井からいくつもぶら下がっており、そ
のチューブをスーツにつなぐと頭のほうから空気が送られて中の人が呼吸できるようになっている。P4

からの退出には、スーツを着たままグルタルアルデヒド溶液による洗浄を受ける必要がある。 P4施設で
実験を行う前には、P4と全く同じ造りをしたトレーニング施設内で、予定している作業手順を練習する
そうである。
実験室で特に印象的だったのは蚊を飼育するインセクテリウムで、ウイルス入りの血液を人口吸血さ
せる実験を行っているため、その区域は特に厳重な管理がされている。蚊の脱走を防ぐため扉が 3重に
なっているほか、ラボ内で蚊がケージから逃げ出した場合にも、蚊が入り込む隙間が極力無いよう物品
の配置にも注意が払われている。また、ラボの前室には壁一面に鏡がついていて、衣服等に蚊がついて
いないか退出前に再確認するようになっている。現在 4種類の蚊を飼育して、ジカウイルスやクンジン
ウイルスの媒介に関する実験が行われているとのことであった。

競馬関連施設への訪問
フレミントン競馬場
　Victoria Racing Clubが所有する競馬場で、メルボルン市街から電車で 15分ほどの便利な場所にある。
言わずと知れたメルボルンカップの開催場であり、私はメルボルンカップデーに訪れた。メルボルンの
位置するヴィクトリア州ではこの日は祝日であり、”Race that stops the nation”（国を止めるレース）とい
う表現もあながち間違いでないことを実感する。メルボルンカップの 3日前から 4日後までの約 1週間
がスプリングカーニバルと呼ばれ、ヴィクトリアダービー、クラウンオークス、エミレーツステークス
など、名だたる G1レースがこのフレミントン競馬場で一気に開催される。メルボルンカップ前日には
市街でパレードが行われ、引退した過去の優勝馬たちや優勝カップが披露された（写真 6）。
レース当日、メルボルン市街のサザンクロス駅から競馬場行きの電車に乗ったが、街を歩いていると
きからドレスアップした人がたくさんいて華やいだ雰囲気であった。私が行った一般エリアはドレス
コードの指定はないが、「ドレスアップしてくることが強く推奨される」との記載があり、皆着飾って
いた。メインスタンド以外にも仮設スタンドやテントが立ち並び、ダイニングを楽しみながら競馬を眺

11
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がっており、そのチューブをスーツにつなぐと頭
のほうから空気が送られて中の人が呼吸できるよ
うになっている。P4からの退出には、スーツを
着たままグルタルアルデヒド溶液による洗浄を受
ける必要がある。P4施設で実験を行う前には、
P4と全く同じ造りをしたトレーニング施設内で、
予定している作業手順を練習するそうである。
実験室で特に印象的だったのは蚊を飼育するイ
ンセクテリウムで、ウイルス入りの血液を人口吸
血させる実験を行っているため、その区域は特に
厳重な管理がされている。蚊の脱走を防ぐため扉
が3重になっているほか、ラボ内で蚊がケージか
ら逃げ出した場合にも、蚊が入り込む隙間が極力
無いよう物品の配置にも注意が払われている。ま
た、ラボの前室には壁一面に鏡がついていて、衣
服などに蚊がついていないか退出前に再確認する
ようになっている。現在４種類の蚊を飼育して、
ジカウイルスやクンジンウイルスの媒介に関する
実験が行われているとのことであった。

競馬関連施設への訪問
フレミントン競馬場
Victoria Racing Clubが所有する競馬場で、メル
ボルン市街から電車で15分ほどの便利な場所に
ある。言わずと知れたメルボルンカップの開催場
であり、私はメルボルンカップデーに訪れた。メ
ルボルンの位置するヴィクトリア州ではこの日は
祝日であり、“Race that stops the nation”（国を
止めるレース）という表現もあながち間違いでな
いことを実感する。メルボルンカップの３日前か
ら４日後までの約１週間がスプリングカーニバル
と呼ばれ、ヴィクトリアダービー、クラウンオー
クス、エミレーツステークスなど、名だたるG1
レースがこのフレミントン競馬場で一気に開催さ
れる。メルボルンカップ前日には市街でパレード
が行われ、引退した過去の優勝馬たちや優勝カッ
プが披露された（写真７）。
レース当日、メルボルン市街のサザンクロス駅
から競馬場行きの電車に乗ったが、街を歩いてい
るときからドレスアップした人がたくさんいて華
やいだ雰囲気であった。私が行った一般エリアは
ドレスコードの指定はないが、「ドレスアップし

てくることが強く推奨される」との記載があり、
皆着飾っていた。メインスタンド以外にも仮設ス
タンドやテントが立ち並び、ダイニングを楽しみ
ながら競馬を眺める人で溢れていた（写真８）。
スタンドで座席を確保できず私はゴール手前
200メートル付近の芝生にレジャーシートを敷い
て観戦したが、メルボルンカップが近づくにつれ
て人が増えたため、そこからはシートを畳んで
立って観戦した。メルボルンは天気が変わりやす
いことで有名で、3200メートルの競走中にも突
然雨が降りだしたが、誰も気にする人はおらず大
変な盛り上がりであった。レースを制したのは、
過去に２頭のメルボルンカップ優勝馬を出してい
る種牡馬Monsun号の産駒、Almandin号だった。
競馬好きの人はもちろんのこと、それほど興味の
ない人たちもこの日ばかりは一緒になって街全体
で盛り上がる、そんな雰囲気が感じられたメルボ

写真８　メルボルンカップ当日のフレミントン競
馬場

写真７　メルボルンカップ前日、パレードで披露
された優勝カップ
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ルンカップであった。
コーフィールド競馬場
Melbourne Racing Clubが所有する３競馬場の
一つで、メルボルンカップの前哨戦として知られ
るコーフィールドカップの開催場である。４月８
日にJRAとの交換競走が予定されていたため、シ
ドニー事務所の関口所長（写真９左）とともに私
も見学させていただくことができた。役員のMatt 
Cain氏（写真９中央）にご案内いただき、パドッ
ク、馬場、検量室など業務エリアにも入らせて
いただくことができた。構内にはメルボルンにお
ける競馬に大きく貢献したとして、競馬実況アナ
ウンサーとして名をはせたBill Collins氏の銅像が
建っている（写真10）。住宅街の中にあるこじん
まりした印象のある競馬場で、直線コースは400
メートルに満たない。開催日以外の昼間は馬場を

一般開放しているそうで、犬の散歩をする人や内
馬場の池で釣りをする人もいるそうである。管理
の面で難しい面もありそうだが、そうした努力が
競馬を身近なスポーツにしている一因ではなかろ
うかと感じた。当初は好天で競馬は順調に進んで
いたが、６レースまで進んだところで土砂降りの
雷雨となったため、交換競走を含む３レースが中
止された。この交換競走は、その２週間後に無事
開催された。

ウェリビー競馬場
メルボルン市街から車で40分ほどのところに
位置するウェリビー競馬場には、国際競走に出走
する輸入馬の検疫調教施設がある（写真11）。輸
入馬をオーストラリアの馬から隔離し、持ち込ん
だ病原体を国内で伝播させないための施設で、本
会の競馬学校にある設備と同等のものである。一

写真10　コーフィールド競馬場、名実況で名をは
せたBill Collins氏の銅像

写真12　国際検疫厩舎外壁に飾られた過去の滞在
馬のプレート

写真11　ウェリビー競馬場、国際検疫厩舎

写真９　コーフィールド競馬場にて
シドニー事務所の関口所長（左）、Melbourne 
Racing ClubのMatt Cain氏（中央）と
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般馬の調教とは時間を分けて消毒などを実施した
うえで輸入馬の調教が行われる。また、関係者用
の出入り口にはシャワールームがあり、退出する
際には３分間以上シャワーを浴びて着替える必要
がある。厩舎の外壁には、メルボルンカップやコー
フィールドカップなど大きなレースで勝利を収め
た馬のプレートが掲げられており、アドマイヤラ
クティ号やデルタブルース号など過去に当施設を
利用した日本馬のプレートもあった（写真12）。
私が訪れたのは10月上旬で、メルボルンカップ
に出走するカレンミロティック号が滞在するため
の清掃や準備作業が行われている最中であった。

学会への参加
研修先から紹介を受け、2016年11月にノー
ザンテリトリー準州ダーウィンで行われた12th 
Australian Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians（AAVLD）、および2017年７月に
クィーンズランド州ゴールドコーストで行われた
Australian and New Zealand College of Veterinary 
Scientists （ANZCVS）, College Science Weekに参

加した。いずれも感染症の疫学研究者や診断実務
者が多く参加しており、有益な情報を得ることが
できた。また両学会において、筆者からはゲタウ
イルス感染症の流行について演題発表をした。

終わりに
１年間の研修中には予定どおりに行かないこと
や困難な面も多かったが、研究分野にとらわれ
ず様々な課題に積極的に取り組んだこと、また
Jamesを始めとするスタッフに柔軟に対応してい
ただけたことによって、本研修は非常に充実した
ものとなった。特にオーストラリアで近年流行
している腺疫の病性鑑定に直接携わったことに
より、同疾病の診断法について多くの知識を得
ることができた。また、学内だけでなくAAHL 、
AgriBioなどオーストラリアの馬の防疫に携わる
研究機関、さらには英国のAHTとも繋がりができ
たことは、今後の情報収集や研究の展開を考える
上で大変意義深い。本研修で得られた知識や経験、
そして人脈を有効に活用して、馬の防疫業務に役
立てていきたい。
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2017年７月６日～８日にオーストラリア連邦
ゴールドコーストで開催された、2017 Australian 
and New Zealand College of Veterinary Scientists 
（ANZCVS）, College Science Weekに参加した。学
会の行われたQT Hotelはゴールドコーストの中心
部にあり、眼前にはサーファーズパラダイスと呼
ばれるビーチが広がる。南半球で７月は真冬だが、
最高気温が25度近くあったため、多くの海水浴

学 会 報 告

2017 Australian and New Zealand College of
Veterinary Scientists, College Science Week

競走馬総合研究所　分子生物研究室　　坂内　天

客がビーチに繰り出していた。
ANZCVSは、獣医師の情報交換や就業後教育を
目的とした学会で、会員（Membership）になる
ためには書類審査、筆記試験、および口述試験を
パスしなければならない。さらに、専門医に相
当するFellowshipの認定機関にもなっており、本
学会のMembershipやFellowshipを取得すること
は、オーストラリアとニュージーランドの獣医
師にとって格別の意味を持つそうである。それ
らの試験はCollege Science Weekの前日に行われ
た。学会内には24の分会があり、今回のCollege 
Science Weekには約500名が参加した。筆者は
EpidemiologyとEquineの分会を中心に参加した。
筆者は会員ではないが、Epidemiology分会を主
催するKim Halpin博士（Australian Animal Health 
Laboratory）の計らいで演題発表する機会を得た。
本誌第54巻３号で報告したとおり、筆者は昨年

11月にダーウィンで行われたAustralian Association 
for Veterinary Laboratory Diagnosticians学会にお
いて、日本の競走馬でのゲタウイルス感染症の流
行に関する演題を発表している。今回のANZCVS
のEpidemiology分会においては、流行状況に関
する最新の情報や、ウイルス株のゲノム解析、豚
における血清疫学調査の結果を加え、ここ数年の
ゲタウイルス感染症の流行に関する包括的なレ
ビューを発表した。またEquine分会では、アルファ
ウイルスの馬における血清疫学調査に関する興味
深い演題があった。これらの発表の概要を以下に
記す。

◯Investigating factors causing outbreaks of サーファーズパラダイスビーチ

学会会場のQTホテル
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Getah virus infection among racehorses in 
Japan
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症流行
要因の解析）

坂内　天（競走馬総合研究所）
2014年秋、日本中央競馬会美浦トレーニング・
センターでゲタウイルス感染症の流行が発生し、
33頭の競走馬で感染が確認された。疫学調査の
結果、トレセンの２歳馬の中にはワクチンの基礎
接種が未完了で発症リスクが高い馬がいたこと、
2014年は例年とは異なり、美浦トレセンと馬の
出入りがある茨城県・千葉県内の牧場でゲタウイ
ルスが蔓延していたこと、の二点が流行要因とし
て考えられた。その後、美浦トレセンでは2015
年と2016年にも流行が起き、罹患馬の頭数はそ
れぞれ30頭と６頭であった。本研究では、近年
のゲタウイルス感染症の流行要因についてさらに
検討するため、ウイルス株のゲノム解析および自
然宿主の豚における抗体調査を行った。
2014年～2016年に美浦トレセンの馬から分離
されたゲタウイルス株について全ゲノムの系統樹
解析を行った結果、これらの株は1978年の美浦
トレセンにおける流行株とは離れており、2012
年に長崎県の蚊から分離された株と同じクレード
に属していた。これら近年の国内分離株は、中国
や韓国で2000年代に分離された株と近縁であっ
た。茨城県内で2012年～2015年の秋に豚から採
取された血清で抗体陽性率を調査したところ、
2014年と2015年の秋にはそれまでの年より有意
に高かった。このうち2015年秋に採取された血
清からゲタウイルスが分離され、同株の全ゲノム
解析を行ったところ、近年の馬での分離株と同じ
クレードに属することが明らかになった。
近年国内で分離されたゲタウイルス株は単一の
クレードを形成し、同クレードのウイルスは、
近年中国または韓国から侵入し、日本に定着し
たものと考えられた。豚の血清疫学調査の結果、
2014年と2015年の秋に茨城県内の豚でゲタウイ
ルスが循環していたことが示された。豚での抗体
陽性率の上昇が馬での流行時期と一致しているこ
と、および2015年の豚分離株が馬での流行株と
近縁であることを合わせて考えると、これらの年

には豚と馬の間でウイルスの循環が起きていたと
考えられた。
Epidemiology分会主催のKim Halpin博士から
は、流行の疫学要因を多角的に検討した素晴らし
い発表とのコメントをいただいた。質疑では、豚
における同ウイルスの病原性やワクチンの使用状
況などについて多くの質問を受けた。

演題発表を行う筆者

◯Seroprevalence of selected mosquito borne 
equine alphaviruses in northern Queensland
（クィーンズランド州北部の馬における蚊媒介性
アルファウイルスの血清疫学調査）

Rachel Tan（クィーンズランド大学）
蚊が媒介するウイルスの中で、Ross River virus 

（RRV）をはじめとするアルファウイルスは、ヒ
トに熱性疾患や関節炎などを起こす重要な病原体
である。特にロスリバー熱は近年発生が増加傾向
にあり、クィーンズランド州内で医療機関から行
政に届け出られる感染症発生件数の半分強を占め
る。Barmah Forest virus （BFV）、Whataroa virus 
（WV）については報告数は少ないが、ロスリバー
熱と同様の病気を人に起こすと言われている。
RRVの自然宿主はカンガルーなどの有袋類だが、
都市近郊における中間宿主として馬が関与してい
ると推察されている。しかし馬におけるアルファ
ウイルスの浸潤状況に関する報告は少ないため、
演者らはクィーンズランド州北部の馬におけるア
ルファウイルスの血清疫学調査を実施した。
2013年11月～2014年５月にかけて、クィーン
ズランド州北部の147施設で繋養されている287
頭の馬から血清を採取し、RRV 、BFV 、WVのウ
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イルス中和試験を行った。また、疫学要因との
関連性を調査するため、畜主への聞き取り調査を
行った。
三種類のアルファウイルスの中で最も抗体陽
性率が高かったのはRRVの91％であった。BFV
は15％、WVは1.4％であった。疫学要因との関
連性では、RRVの抗体陽性率が蚊の観測数の多い
施設で高く、BFVの抗体陽性率が近隣に鶏や豚の
農場がある施設で高いという結果が得られた。
RRVに関して詳細に見ると、中和抗体価は1:10～
1:1280の範囲で正規分布し、直近に感染を受け
たと考えられる1:640以上の高値を示すものが14
頭いた。畜主からの聞き取りによると、この14
頭のうち4頭で発熱、関節炎、四肢の腫脹のうち
少なくとも一つの症状が認められた。
過去の文献では、オーストラリア国内の馬にお
けるRRVの抗体陽性率は60％～90％程度と報告
されており、今回の結果も地域の馬群にRRVが高
度に浸潤していることを示している。演者らに
よると、BFVに関して馬で抗体陽性が確認された
のは初めてとのことである。本研究では馬からの
ウイルス分離を試みていないが、ロスリバー熱等
アルファウイルスによるヒトの感染症に馬が増幅

動物としてどの程度関与しているのかを明らかに
するためには、そうしたアプローチも必要だと考
えらえる。また、馬におけるRRVの病原性につい
ては諸説あるが、発熱や筋骨格系の臨床症状を示
した馬からRRVが分離されたり、RRVに対する高
い抗体価を示した例が報告されている。しかし残
念ながら今回の調査では、一部の抗体陽性馬に認
められた症状の頻度が通常と比して高いのかどう
かは検討されていない。RRVをはじめとするアル
ファウイルスについては、ヒトへの感染リスクと
馬での病原性との両方の観点において、今後研究
の進捗が期待される。
本学会は会員向けのクローズドな勉強会として
の性質が強く、様々な分野で活躍する獣医師が互
いの知識や情報を共有する場となっている。ま
た、後進の育成の観点から、大学の獣医学教育が
抱える課題についての討論も活発に行われていた
ことが印象的であった。学会の持つ役割として、
新たな知見を発表する場としてだけでなく、現役
獣医師の研鑽や獣医学教育の方向づけにまで深く
関わっていることがわかり、我々が見習う点も多
いと感じた。
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はじめに
第36回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成29年7月
16日（日）～21日（金）の６日間、アイルラン
ド共和国首都ダブリンにあるユニバーシティ・カ
レッジ・ダブリンにおいて開催された。本大会に、
公益財団法人競走馬理化学研究所より筆者のほか
３名（永田、戸崎および菊地職員）が参加したので、
馬の親子判定検査ならびに遺伝育種研究の関連情
報について報告する。

大会の概要
馬の科学第54巻第１号にて紹介したとおり、
ISAGは世界中の家畜・野生動物・水産生物の遺伝
育種学に関わる研究者、研究機関などによって構
成される学会である。特に、ISAGは動物のDNA
型に関する国際比較試験を指揮する組織であり、
親子判定などの事業を展開する研究・検査機関に
とっては加盟必須の学会といえる。本学会主催の
大会では、遺伝育種学研究に関する最先端の研究

学 会 報 告

第36回国際動物遺伝学会（ISAG）大会に参加して

競走馬理化学研究所　遺伝子分析部　栫　裕永

発表が行われるほか、国際間共同研究や遺伝検査
事業を推進・支援するためのワークショップが多
種多様に開催される。
本大会は１年おきの開催が原則であるが、今年
度に限り昨年に引き続いての連続開催となった。
今回は、アイルランドの首都ダブリンが開催地で
ある。競馬産業になじみの深いこの国での開催は、
我々競馬サークルの一員にとって非常に喜ばしい
機会であった。実際、大会主催のツアーの中で、
アイルランドにおける馬の親子判定や各種検査・
研究を実施しているウェザビーズ研究所や国立種
馬場であるアイリッシュ・ナショナルスタッドな
どを見学することができた（写真１）。また、現在、
競走馬理化学研究所で事業展開している「スピー
ド遺伝子検査」の開発元であるプラスビタール社
（旧エクイノム社）はアイルランドの会社である。
大会期間中、ダブリン郊外にある同社を訪問し、
契約更改や新たな遺伝子検査の可能性について話
し合う機会も得た。
大会は、ダブリンの中心地から南に約５㎞ に位
置するユニバーシティ・カレッジ・ダブリン（UCD）
で行われた（写真２）。大会参加者は約750名で

写真１　アイリッシュ・ナショナルスタッド。種馬場
と観光公園が一体化した場所でもある。種
牡馬のほか繁殖牝馬、当歳馬も繋養されて
いる。併設されている日本庭園も人気がある。

写真２　ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン正
門にて。上段には、アイルランドの第１
公用語であるゲール語が書かれている。
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あり、プレナリーセッション（11講演）、ポスター
セッション（479題）、ワークショップ（21会議）
が実施された。また、大会期間中には、上述のよ
うに馬産業に関わる諸施設の見学ツアーのほか、
牛の育種検査を手掛けるタリー・ビーフ・センター
訪問や聖パトリック教会などを巡る市内観光と
いったツアーを選択することも可能で、参加者そ
れぞれが興味あるプログラムを堪能することがで
きた。４日目にはUCD会場内での公式夕食会が開
催され、アイリッシュロックミュージックをBGM
にダンスパーティーが行われるなど、盛況なひと
時を過ごした。最終日の学会総会では、学会執行
役員の選任や学会賞などの各種表彰が行われ、次
回（2019年）大会の主催者であるリェイダ大学（ス
ペイン）からの招待プレゼンテーションなどが行
われた。

ポスターセッション
今大会のポスターセッションにおける発表演題
は、21のワークショップ会議のテーマに沿って
分類されることとなった。今回は、菊地職員が「馬
親子判定ワークショップ」に、戸崎職員が「馬の
遺伝学およびゲノム解析ワークショップ」に演題
を登録し、ポスター発表を行った。以下にその内
容を報告する。

○Characterization of equine 15 TKY STR 
system by imputat ion from dense  SNP 
genotypes in a Thoroughbred population（サラ
ブレッド集団における高密度SNP解析を用いたウ
マ15 TKY STRシステムの遺伝子型推定について）

菊地美緒ら（競走馬理化学研究所）
一塩基多型（以下、SNP）は遺伝学的研究にお
ける有益な手段であり、近年では、種々の動物種
において、現行のマイクロサテライト（以下、
STR）と同様に親子判定へ応用可能であるかが議
論されている。また、SNP型を用いたSTRアリル
の推定はいくつかの動物種において進められてい
るが、ウマにおける報告はない。我々は、ISAGに
よりウマ親子判定セカンドパネルとして認定され
ている15 TKY STRシステムを開発したが、この
15マーカーの中には、一部の研究所においてルー

チン検査に使用されているものもある。そこで、
ウマにおけるSTRマーカー推定モデルのひとつと
して、我々は、STRアリルに対応するSNPハプロ
タイプを同定することにより、サラブレッド集団
における15 TKY STRシステムの遺伝子型推定を
行った。
無作為に選抜したサラブレッド種94頭（雄：
48頭、雌：46頭）を使用し、15 TKY STRを解
析したところ、計90アリルが観察された。この
結果は、過去に報告されているアリルの88％に
相当するものであった。この94頭をAff ymetrix 
Axiom Equine Genotyping Array 670K SNPsを用
いたSNP解析に供し、各STRの両側500kb（計１
Mb）内に位置する200-737個（平均278個）の
SNPを抽出した。その中から、全頭で遺伝子型
が決定され、マイナーアリル頻度が5 %を超える
SNPを選抜した。そして、SNPAlyze Ver. 9による
1000回反復アルゴリズムを用いて、STRアリル
を含むSNPハプロタイプを同定し、STRアリルを
推定するのに必要なSNP数を、McClureらの報告
に基づいて最小化した。各STRに対応するSNP数
は３～６個であり、これらのSNPは34-469kb （平
均154kb）内に位置していた。最終的に、このサ
ラブレッド集団において、15 TKY STRの90アリ
ルは、69SNPにより構成される102ハプロタイプ
によって、理論的に説明可能であった。以上の
ことから、サラブレッド集団において、ウマ15 
TKY STRシステムは、69SNPを用いることで推定
可能と考えられた。

本研究は、次章で述べる「SNP分析による親子
判定」に密接に関係する。親子判定検査において
SNPデータとSTRデータが混在する場合に、SNP
分析を行うだけで判定ができるかというシミュ
レーションを実施したものである。この後、サン
プル数を190頭にまで増加させたシミュレーショ
ンによって、97SNPにより99.8%のSTRアリル推
定が可能であることが判明し、併せて報告を行っ
た。今後、SNP分析が導入される場合には、この
研究結果が有益なモデルの一つとなるであろう。

○A genome-wide association study for body 
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weight in Japanese thoroughbred racehorses 
identifi ed candidate regions near LCORL, ZFAT, 
and MSTN genes（日本のサラブレッド種を使用
したゲノムワイド関連解析は馬体重に影響を及ぼ
す遺伝子としてLCORL 、ZFATおよびMSTN遺伝
子近傍を同定した）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
体重は、ヒトや動物の発育度合いを確認する際
の重要な形質の一つである。サラブレッド種にお
いては、生後や育成期、競走時などの様々な時期
において馬体重が計測され、サラブレッド種の成
長を確認するために利用されている。サラブレッ
ド種の馬体重は400～600kgと幅広い個体差があ
り、環境要因のみならず遺伝要因の関与が疑われ
る。そこで、本研究では、サラブレッド種の馬
体重に影響を及ぼす遺伝子あるいはDNA多型を
探索することを目的に、Equine SNP70 BeadChip
（65,156個のSNP）を使用するゲノムワイド関連
解析（GWAS）を実施した。
競走経験のあるサラブレッド種851頭を調査
対象とし、３歳時に計測された馬体重（平均：
473.9kg 、標準偏差：28.0）を使用して解析し
た。その結果、３番染色体のBIEC2_808466（P 
= 2.32E-14）、9番染色体のBIEC2_1105503（P 
= 1.03E-7）、18番染色体のBIEC2_417274（P = 
1.44E-14）において統計的有意（P < 1.00E-8）
あるいは示唆的有意（P < 1.00E-5）なSNPが同
定された。３番染色体ではLCORL遺伝子、９番染
色体ではZFAT遺伝子、18番染色体ではMSTN遺
伝子が、当該SNPの近傍に存在した。LCORL遺伝
子およびZFAT遺伝子はウマの体高と関連が認め
られており、体高の大小が馬体重に影響を及ぼし
ていると考えられた。また、MSTN遺伝子は骨格
筋の筋線維タイプに影響を及ぼすことが知られて
おり、これが馬体重に影響を及ぼすと考えられた。
　
本研究は馬体重に焦点をあてて関連遺伝子を探
索したものである。結果として、筋線維タイプや
体高に関連する遺伝子としてこれまで個別に見つ
かっていた遺伝子が総合的に影響を与え、馬体重
に関与するということが推察された。研究アプ
ローチによっては影響が軽微な他の関連遺伝子が

見つかる可能性もあるが、少なくともここで示さ
れた遺伝子が体重の遺伝要因のキーファクターで
あることは間違いないであろう。これらの遺伝子
の情報は、体重を視点とした育種計画に利用でき
るとともに、昨今の競馬社会でも脅威となりつつ
ある遺伝子ドーピングのターゲット遺伝子として
も注目すべきと考えられる。

馬の親子判定検査ならびに遺伝育種研究に関する
ワークショップ
大会では、21のワークショップ会議が開催さ
れたが、ここでは競走馬理化学研究所の業務と関
連の深い「馬の親子判定ワークショップ」および
「馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ」
の内容について報告する。

１．馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。国際比較試験は各
国の検査機関（ラボ）の検査能力を評価するもの
であり、その評価基準はこのワークショップの決
議に委ねられる。本ワークショップには、ラボの
代表者・関係者などを含む約80名の参加があっ
た。なお、筆者は、事前に開かれたワークショッ
プ常任委員会に出席し、委員間における国際比較
試験についての情報交換を行った。
今回の議題は、「馬の国際比較試験（STR）に
ついて」、「馬の国際比較試験（SNP）について」、「ロ
バの国際比較試験（STR）について」、「親子判定
に関する研究発表」の４題であり、ワークショッ
プ常任委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL 、米国）により議事が進められた。
「馬の国際比較試験（STR）」は、本年初頭に南
アフリカのプレトリア大学が馬のDNAサンプル提
供元となって実施されており、５月末をもって終
了している。その間、各国のラボは提供されたサ
ンプルのDNA型（12個のSTR国際標準検査項目）
の結果をISAGに報告しなければならない。ワー
クショップでは、その集計データに基づいた議論
を行うとともに、DNA型判定に関する評価基準な
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どを決議することとなる。そして、この評価基準
に基づく試験の正解率によって各ラボの検査能力
ランクが決定する。今回の国際比較試験（STR）
には、96のラボが参加し、正解率100-98％（ラ
ンク１）のラボが全体の73％（競走馬理化学研
究所は正解率100%）、97.9～95％（ランク２）
のラボが12％、それ以下が15％という結果が示
された。前回の比較試験と同様、依然としてラン
ク１に到達できないラボが世界中に３割近くある
ことになる。この原因として、分析方法に関する
情報不足、分析担当者の習熟度不足が以前より指
摘されている。ワークショップでは、分析データ
を図解しながら誤判定の要因を指摘するなど、分
析面での注意喚起が行われた。なお、サラブレッ
ドの親子判定検査に関しては、国際血統書委員会
（International Studbook Committee; ISBC） の 取
り決めにより、ランク１のラボしか実施できない
という厳しい制約がある。そのため、競馬産業に
関わるラボは、誤判定の要因を十分に理解し、常
にそれを排除できるレベルになければならないと
いえる。
次に、「馬の国際比較試験（SNP）」について
議論がなされた。SNP分析による馬の親子判定に
ついては、その有用性について長らく議論が続け
られてきたが、前回のワークショップにおいて約
100個のSNPを用いた分析法が発表されるなど一
定の進展を見せている。このことを契機に、ワー
クショップ常任委員長の呼びかけにより、今回の
STRの比較試験と同時期にSNPによる比較試験が
初めて試行された。この試験ではボランティアと
して参加するラボを募集し、分析サンプルはSTR
の比較試験サンプルを流用することとなった。
分析項目は暫定的に154個のSNPから選択するこ
ととし、複数のラボでどの程度分析結果が得ら
れるか評価することが目的である。154 SNPの内
訳は、前回ワークショップで発表されたEtalon社
（米国）開発の101 SNPと2008年に競走馬理化学
研究所が発表した53 SNPである。この試験には
最終的に競走馬理化学研究所を含む８ラボが参加
し、各ラボが所有する分析機器に応じた結果が報
告された。ワークショップではその集計データが
開示され、使用された分析機器、分析結果の正解

率（一致率）についての情報が提供された。各ラ
ボで使用された分析機器は５種類（MassArray 、
illumina SNP70、illumina infinium 、Affymetrix 
670KおよびKASPar）であった。SNP分析では、
解析できるSNPの種類や解析のエラー率が分析機
器によって異なるため、どのような機器を使用し
たかという情報は重要である。また、正解率につ
いては、各ラボで分析したSNPの種類や数が異な
るため一律の評価はできないが、全ラボが98.8％
以上と概ね高く、初回の試験としては良好な結果
であったと結論づけられた。今後は、追加のSNP
を考慮していくこと、あわせて次回の比較試験に
おいてもSNPによる試験を試行することが確認さ
れた。SNP分析の馬の親子判定への利用について
は今後も議論が続くと思われるが、その是非も含
めてしっかり議論できるように、この試験には積
極的に参加していきたい。
ロバの国際比較試験（STR）については、前回
ワークショップで決定したロバ用の国際標準検査
項目について馬の試験と同様に評価が行われた。
今回の試験では、馬では観察されないDNA型の命
名基準について齟齬が生じたため、統一性を図る
べく議論が行われた。
続いて、親子判定に関する研究発表が行われた。
今回は、本ワークショップの分野に登録されたポ
スターセッションの演題の中から、性染色体異常
関連２題、疾患スクリーニング関連１題のほか、
SNP分析関連1題が選出され、前述の菊地職員の
研究発表「サラブレッド集団における高密度SNP
解析を用いたウマ15 TKY STRシステムの遺伝子
型推定について」の講演が行われた（写真３）。

写真３　馬の親子判定ワークショップで研究発表
を行う菊地職員
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この度初めて「馬の国際比較試験（SNP）」が試
行されたこともあり、会場からも多くの質問が出
されるなど、SNP分析の議論の一材料として意義
ある発表となったと感じる。また、注目すべきは
性染色体異常に関する演題である。これに関する
研究は以前に競走馬理化学研究所も報告を行って
いるが、ここにきて注目を浴びるということは、
親子判定において矛盾が生じるなどの問題がかな
り顕在化していることに他ならない。内容は、性
染色体異常の発生率や性転換に関するものであっ
たが、世界中の検査機関でこうした事例が問題と
なっていることを十分に認識しておくべきであ
る。以下にその演題と内容の概略について紹介す
る。

○Genetic diagnosis of sex chromosome 
aberrations in horses based on analysis of 
microsatellite and X- and Y-linked markers（STR
およびX、Y染色体マーカーを用いたウマの性染
色体異常診断）

J. A. Bouzada（Laboratorio de Genética y 
Control 、スペイン）

親子判定検査に用いる常染色体上のSTRのほか
性染色体上にあるマーカー（STR 、アメロゲニン
遺伝子）を用いたウマの性染色体異常診断法を構
築し、サラブレッド種を含む７品種の計12,831
頭を対象とした調査を行った。その結果、XO型
12件、XXY型７件、XXX型（キメラ型）２件を
観察した。新生馬の早期段階での性染色体異常の
発見は、経済的にも重要な効果をもたらすもので
ある。

○Rate of sex reversal cases in horses of 
Argentina（アルゼンチンにおけるウマの性転換
発生率）

M. Martinez（SRA 、アルゼンチン）
サラブレッドおよびポロの集団を対象に性転換

（性染色体のタイプとは逆の性別となる例、XY型
の雌など）の発生率を調査したところ、ポロはサ
ラブレッドより約２倍高いことが分かった。ポロ
のように生殖補助技術を用いる品種では、高い割
合で異常が生じることが考えられる。また、特定

の父系でXY型の雌が出現する事例なども認めら
れた。

最後に、次回の国際比較試験についての確認が
行われた。国際比較試験では、常々、サンプルの
輸送プロセスや品質に問題があるとするクレーム
が生じている。これを解決するため、次回からは、
輸送手続きの一元化およびサンプル品質の均一化
を図る目的で「セントラルラボ」を設けることが
ISAG執行委員会で決議され、ワークショップ内に
おいても案内された。すなわち、サンプル提供元
のラボが自国で採取したDNAサンプルをセントラ
ルラボに送付した後、セントラルラボが同一規格・
品質となるよう調整して世界各国に配布する流れ
となる。また、セントラルラボは動物種を問わず、
すべての国際比較試験のサンプルを取り扱う。こ
のセントラルラボには、オランダのヴァンヘーリ
ンゲン研究所がその任にあたることとなった。本
システムにより、これまでの問題が改善されるこ
とが期待される。また、次回の馬の国際比較試験
（STR）のサンプル提供元のラボはドイツのユー
ロフィン・ゲノミクス社が務める予定となってい
る。なお、競走馬理化学研究所は2011年にJRA馬
事公苑の協力を得てサンプル提供を行った経験が
ある。国際比較試験は親子判定事業を展開するラ
ボにとって重要な位置づけにあることから、サン
プルの提供は重責を伴うとともに世界中のラボへ
の大きな援助となる。今後も、機会を通じてサン
プル提供に協力し、国際貢献を果たしていきたい
と考えている。

２．馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
本ワークショップは、馬の遺伝育種学に関す
る国際共同研究およびその基盤となるゲノム情
報の国際間共有の推進を目的に開催される。特
に、ウマゲノムの参照配列データベース、機能的
アノテーション（注釈付け）を含むゲノム情報
は、遺伝育種学研究の根幹的な役割を担う。今回
は、ポスターセッションの演題も含め、11の講
演が実施された。なお、本ワークショップの常任
委員長である戸崎職員が議長となり、共同議長



（158） 馬の科学　Vol.55（2）2018

のDr. Thomas Bergstörm（Swedish University of 
Agricultural Science 、スウェーデン）とともに会
議の進行役を務めた（写真４）。
本ワークショップで発表された演題および研究
内容の概略について以下に紹介する。

○Genetic diversity, evolution and selection in 
the major histocompatibility complex DRB and 
DQB genes in the family Equidae （ウマ属におけ
る主要組織適合遺伝子複合体DRBおよびDQB遺伝
子の遺伝的分化、進化および選択）

P. Horin（University of Veterinary and 
Pharmaceutical Sciences 、チェコ）

ウマの主要組織適合遺伝子複合体をつかさどる
DRBおよびDQB遺伝子はウマ属（家畜ウマ、モウ
コノウマ、ロバ）において極めて多様性に富んで
おり、種あるいは品種における差も認められる。
これらの遺伝子領域は、病原性が誘導する選択圧
がかかった領域である可能性が高い。

○The potential of Y-chromosome markers for 
individual lineage tracking in horses（ウマの系
統遡上におけるY染色体マーカーの有用性）
B. Wallner（University of Veterinary Medicine 

Vienna 、オーストリア）
ウマにおける系統遡上（父系を遡る解析）に
Y染色体上のSNPマーカーを使うことは有用であ
る。Y染色体上のSNPマーカーについて52頭（21
品種）を対象に調査し、24種のハプロタイプを
同定した。このハプロタイプによる分析は、幅広

い品種での解析に応用できる。

○Zooming  in  on  chron i c  p rog ress i ve 
lymphedema using high-density array in the 
Belgian draught horse（高密度SNPアレイによ
るベルギー輓馬の慢性進行性リンパ浮腫の原因遺
伝子探索）

L. François（KU Leuven 、ベルギー）
ベルギー輓馬に見られる慢性進行性リンパ浮腫
の原因遺伝子をゲノムワイドなホモ接合解析によ
り探索した。その結果、第10番染色体上に原因
遺伝子が存在することが示唆された。この結果が
既報の結果と一致しないことから、網羅的な遺伝
子発現解析を実施中である。

○Genetic contributions to measured speed in 
Thoroughbred racehorses during early training
（早期調教段階にあるサラブレッド競走馬におけ
る計測スピードへの遺伝的影響）

G. Farries（UCD、アイルランド）
調教段階のサラブレッド（平均2.12歳）の計
測スピードに影響を及ぼす遺伝子を、131頭に
よるゲノムワイド関連解析により探索した。そ
の結果、示唆的有意な領域としてPCDHGC5、
PCDHGB5、SLC25A2遺伝子を含む第14番染色体
の一領域が提示された。また、この領域の下流に
はPCDHB15遺伝子の発現も確認できる。PCDH（プ
ロトカドヘドリン）はカルシウムイオン結合に関
与しており、急性運動に応答してウマ骨格筋にお
いて発現されることが分かっている。

○Whole-genome sequencing reveals two 
Shetland pony specific variants affecting body 
size and shape（全ゲノムシーケンシングによる
シェトランドポニーの体型に影響する変異の同定）
J. Metzger（University of Veterinary Medicine 

Hannover Foundation 、ドイツ）
３頭のシェトランドポニーを対象とした全ゲノ
ムシーケンシングを実施し、ホモ接合解析により、
この種の小型かつ独特の体型という形質に影響を
及ぼすゲノム領域を探索した。その結果、460の
候補領域が見出され、最終的に成長調節および骨

写真４　戸崎職員は、馬の遺伝学およびゲノム解
析ワークショップで議長を務めた
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の成長に関与する遺伝子内に２つのミスセンス変
異を同定した。 

○Epigenetic characterization of centromeric 
chromatin in equids（ウマ属のセントロメアの
クロマチンにおけるエピジェネティックな特徴）
E. Giulotto（University of Pavia 、イタリア）
ウマ属の進化過程におけるセントロメアとサテ
ライトDNA領域の相互関係をクロマチン免疫沈降
シーケンスの結果より考察した。セントロメア機
能とDNAメチル化・ヒストン修飾などのエピジェ
ネティックな特徴との関連を、セントロメアドメ
インの転写や世代間・クローン細胞間の遺伝継承
の確認により評価した。

○Unraveling gene function using co-expression 
networks in the domestic horse（共発現ネット
ワークモデルを用いた家畜ウマにおける遺伝子機
能の解明）
R. Schaefer（University of Minnesota 、米国）
SNPを用いたゲノムワイド関連解析によって、
ウマの代謝症候群（EMS）の関連遺伝子は3000
以上も見出されるが、それらの多くの機能は不明
である。そこで、ゲノム全体のSNPデータ、組織
特異的RNA発現情報および血清代謝データを体系
的に統合し、相互に関連する遺伝子群を推定した。
さらに、筋および脂肪組織ともに発現の違いを
見せる遺伝子を探索するネットワークを構築し、
EMSと関連する259の遺伝子を同定した。

○Mapping transcriptional regulation at 
multiple layers using ChRO-seq（ 招 待 講 演：
ChRO-seqによる転写調節因子のマッピング）

C. Danko（Cornell University 、米国）
ゲノム上の非転写領域の機能の解明は、多様
な機能的要因が見つかるが故に多大な労力を
要する。我々が開発したchromatin run-on and 
sequencing （ChRO-seq）を利用すれば、あらゆ
る細胞・組織でも見られるRNAポリメラーゼ開始
点の位置を特定することで遺伝子や非転写領域に
おけるRNA発現レベルを測定し、ヒストン修飾、
DNaseI高感受性、転写因子の働きを調査できる。

ヒトの脳腫瘍の例では、本法を用いることで、遺
伝子の機能を制御する転写調節因子が同定されて
いる。

○EquCab3（ウマゲノム情報データベース　
EquCab 3.0）
 T. Kalbfl eisch（University of Louisville 、米国）
現在公表されているウマのゲノム情報

「EquCab2」には、複数の誤情報（配列）の存
在が確認されており、これを解決すべく更新
情報となる「EquCab3」の作製が進められてい
る。EquCab3では、EquCab2を構築した6.5倍長
Sangar Readsに、次世代シーケンサー（MiSeq 、
HiSeqおよびPacBio Reads）による解析データを
加え、精度の高い配列情報が再構築されている。
EquCab3は年内に公表される予定である。

○Protein-coding gene and transcript sequences 
quantify progress toward the new equine 
reference genome assembly（蛋白質をコードす
る遺伝子および転写産物の配列に関わる計測によ
る新たなウマ参照ゲノムアッセンブリーの評価）
M. DePriest（University of Louisville 、米国）
他の哺乳動物の遺伝子リストとの比較、RNA-
Seqデータのマッピングが可能となる割合、RNA-
Seqから得られる遺伝子数の相違などを計測する
ことにより、EquCab3がEquCab2より精度が高い
ゲノム情報であることが示された。また、遺伝
子の5末端側の調節領域についても、EquCab3は
EquCab2より長く配列情報を捉えている。

○Progress toward functional annotation of the 
equine genome（ウマゲノムの機能的アノテー
ションの進展）
J. Petersen（University of Nebraska-Lincoln 、

米国）
動物ゲノム全般における遺伝子の機能や発現
調節領域の同定などをめざす国際的プロジェク
ト（Functional Annotation of Animal Genome; 
FAANG）の一環として、サラブレッド牝馬２頭
から、86組織（あるいは臓器）や血液、体液、
などを採取しバイオバンクを構築した。これらの
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サンプルを材料として、RNAシーケンス、クロマ
チン免疫沈降シーケンス、DNaseI高感受性分析、
バイサルファイトシーケンス、全ゲノムシーケン
スなどの情報を統合し、ゲノム上の転写調節領域
を同定し、ウマゲノム機能とフェノーム（表現型
の総称）との関わりを解明する。

これらの発表に見られるように、昨今では、ゲ
ノム情報を包含したオミックス（遺伝子の発現、
蛋白質の構造解析、SNP同定、代謝物測定など網
羅的な分子情報を統合し、生命・生体現象を包括
的に解析する）研究が主流となってきていること
が分かる。また、それに付随して、バイオインフォ
マティックス（生物学的データを情報科学の手法
により解析する）技術が非常に重要であることが
強く認識させられた。
オミックス情報は、競走馬の運動能力やサラブ
レッドという品種の定義にも深く関与するもので
ある。すなわち、昨今の競馬社会の脅威となりつ
つある遺伝子ドーピング・遺伝子改変（遺伝的健
全性の毀損）といった不正への対応にも不可欠な
情報であることは間違いない。現在、戸崎職員は

国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドーピ
ング規制委員会の委員を務めており、ここで収集
した情報を活用しながら、同対策に関わる国際協
約の策定、検出技術の開発などに取り組んでいる。

おわりに
本大会に参加し、馬の親子判定検査ならびに遺
伝育種研究に関連する最新情報を得ることができ
た。「馬の親子判定ワークショップ」においては、
SNP分析の比較試験、性染色体異常に関する話題
が特に注目すべき内容であった。また、「馬の遺
伝学およびゲノム解析ワークショップ」では、
EquCab3の更新やFAANGプロジェクトの概要に
関する情報を得るなど、遺伝育種学研究のみなら
ず遺伝子ドーピング・遺伝的健全性対策にとって
も大きな収穫となった。ここで得た情報を活かし、
今後の検査業務に反映させるとともに、遺伝学の
側面から日本の競馬産業に資する研究活動を実施
していきたいと考える。
本大会参加にあたり、ご理解とご協力を賜った
関係各位に感謝申し上げる。
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2018年１号の紹介）

時事解説
「物事は変化すればするほど、それらの根本は
同じであり続ける。」このエピグラムは、19世紀
中頃にフランスの風刺雑誌であるLe Figaroの編集
長であったAlphonse Karr氏により在職中に書か
れた。その本意は長年に亘って議論の対象であっ
たが、国際的なウマの健康に関する報告に当ては
めてみると、変化と不変についてのKarr氏の考え
は、Equine Disease Quarterly（EDQ）と完全に合
致する。
EDQは、1992年10月にケンタッキー大学獣医
科学部とロンドンの保険大手であるロイズ、ロイ
ズの地方代理店との共同で刊行された。最初の時
事解説によれば、EDQの目的は、ウマの疾病に関
する正確な情報をケンタッキー州内、米国内、海
外といった３段階のレベルで提供することであっ
た。
25年間、100号発刊という時を経て、技術の画
期的な変化、世界的な景気後退、新たな疾病の出
現や従来の疾病による脅威にも関わらず、EDQの
当初の目的への貢献は、決して揺れ動くことはな
かった。本誌は、世界のウマ社会に対して正確で
先入観のない主要な情報源であり、常にそうあり
続けてきた。しかしながら、この25年間は大き
く変化してきたように見える。1992年にはダウ・
ジョーンズ工業株30種平均は3,300ドルであっ
た。第１種郵便の送料は29セントであった。ノー
ト型パソコンは2,300ドルであった（物価変動を
考慮すると4,000ドルに相当）。サラブレッドの
リーディングサイアーはダンジグであった。
EDQの初版は2,000部が郵送された。現在では、
14,000部以上が100ヶ国の個人宛に郵送され、
さらに日本語に翻訳されている。多くの市販の著
作権を持つ馬関連の出版物とは異なり、EDQの記
事は、正規の承認により全て転載することができ

る。このようなEDQ情報の「二次的」転載には、
獣医病院発行のニュースレター、馬産業界の出版
物、馬情報ウェブサイトによる広範な発信などが
ある。1992年の初版の国際情報では、59単語で
馬インフルエンザ、伝染性子宮炎、腺疫、馬ヘル
ペスウイルス１型による流産の４疾病が取り上げ
られた。2017年10月号の国際情報には、24疾病
が取り上げられ1ページ全面が埋められた。
この比類のない出版物に対して、継続的に資金
援助をしていただいたロンドンロイズの関係者の
皆様に、心から感謝します。また、質の高い刊行
物を熱心に作る編集者幹部、グラフィックデザイ
ナー、ケンタッキー大学のスタッフに感謝します。
そして、馬産業のために無償で多くの時間と努力
を費やし、複雑な概念やデータを700語かあるい
はそれ以下の単語で有意義で実用的な情報に集約
している記事の執筆者に対して、感謝します。
この四半世紀の間に、世界や馬産業では多く
の変化が生じてきた。Equine Disease Quarterly
は、誰でも無償で印刷物あるいはeメールで入手
できる。EDQの全ての号は、ウェブサイトhttp://
gluck.ca.uky.edu/equinedisease-quarterlyに お い
て入手でき、多くの疾病に関する長年に亘る情報
源として役立つ。
そして最後に、貴重なフィードバックや各々の
解釈を提供してくださる読者の皆様に感謝します。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122
Department of Animal and Food Sciences
University of Kentucky, Lexington, KY
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国際情報
2017年第３四半期
イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
デンマーク、フランス、ドイツ、南アフリカ、
スイスならびに米国で腺疫の発生が報告された。
確認された本症の発生件数は、デンマークで１
件、フランスで12件、ドイツで７件、南アフリ
カで散発的な発生およびスイスで２件であった。
米国では、腺疫は風土病とされている。少なくと
も13州で33件の発生が確認され、４州の感染施
設においては複数例が診断された。
馬インフルエンザがイギリス（いずれも最近輸
入されたアイリッシュドラフト種で２件）および
米国（１件）で報告された。馬ヘルペスウイルス
１型（EHV-1）による疾患が、ドイツ、南アフリ
カならびに米国で報告された。
米国では、EHV-1による呼吸器感染症が複数の
州で報告された。流産症例が南アフリカ（２例お
よび新生子馬で１例死亡）および米国（４施設で
単発症例）で診断された。EHV-1による神経疾患
が、ドイツ（１件で４例）および米国（バージニ
ア州で２件。１件は２例、もう１件は４例でその
うち２例は死亡あるいは安楽殺）で確認された。
ＥＨＶ－４による呼吸器疾患の発生が、フランス
（９件）、ドイツ（４件）、南アフリカ（１例）お
よびイギリス（２件でそれぞれ１例）で報告された。
調査期間中に、馬伝染性貧血（EIA）がカナダ
および米国で発生した。カナダでは、アルバータ
州の２施設ならびにマニトバ州の５施設で感染が
診断された。感染例は合計14例で、このうち12
例はイベント登録前の事前検査で確認され、２例
は追跡検査中に明らかとなった。米国ではEIAが、
コロラド州（２例）、イリノイ州（１例）、カンザ
ス州（３例）、ノースカロライナ州（１例）、オク
ラホマ州（２例）の５つの州で発生した。
馬ピロプラズマ病の発生が、フランス（風土病）、
南アフリカ（５州で感染を確認）、スイス（１例）
および米国（複数の州で複数例、そのほとんどが
クォータホース種の競走馬で、医原性伝播が確認
されているか疑われている）で報告された。

馬伝染性子宮炎がドイツで報告された。５施設
において、アイスランド種10例で確認された。
米国では、サルモネラ感染症の発生が報告され、
そのうち血清型B群が10例、C3群が５例だった。 
米国のケンタッキー州では、ネオリケッチア症
が27例診断された。
Lawsonia intracellularisに起因する増殖性腸症
がケンタッキー州の子馬数例に確認された。
フランスでは、ロタウイルス感染症が５件確認
され、そのほとんどが１例のみの発生だった。
東部馬脳炎が米国で確認された。本症は６州
39例で診断され、そのうち最も多く発生したの
はウイスコンシン州であった。
ウエストナイル脳炎の発生が南アフリカおよび
米国で報告された。米国では15州で合計135例が
診断され、そのほとんどが９月に発生していた。
狂犬病が米国のミネソタ州ならびにノースカロ
ライナ州でそれぞれ１例確認された。
ロドコッカスによる疾患は米国で風土病として
報告され、調査期間中に27例が診断された。
その他に、日本で子馬の破傷風、南アフリカで
馬脳症、アイルランドで季節性の牧草摂取に関連
した非定型ミオパチー、スイスでエールリヒア症
が１例ずつ確認された。

筋骨格疾患やパフォーマンスにおける馬場表面の
役割
競技馬に予期せぬ競技結果や傷害が生じた際
に、馬場表面は最も良く引き合いに出される要因
の一つである。馬場表面の重要性は誇張されや
すいが、多くの他の危険因子とは異なり、馬場表
面は同じ会場で競技する全てのウマに影響を及ぼ
す。疫学的調査により、ダート、芝、ワックス混
合砂といった馬場の種類は、他の要因を考慮して
も、傷害に対し統計学的に有意に影響することが
示されている。
筋骨格疾患に馬場表面が及ぼす影響に関するメ
カニズムは確立されている。ウマの骨格は骨にか
かる動的負荷に適応している。過剰な構造を最小
限にし、大きな負荷がかかる部位に充分に骨を供
給するために、骨吸収と骨形成が行われる。骨の
リモデリングの過程で、トレーニングに適応する



（163）

骨格が形成される。最適な骨格形成には、ウマの
トレーニング中に特定の運動負荷を行うことが必
要である。トレーニングにおける負荷の種類は、
競技で予想される負荷と合致するべきである。し
かしながら、トレーニングでは最大限のパフォー
マンスを発揮することは望ましくないかもしれな
い。例えば、トレーニングでは走行距離は短く、
飛越の高さは低いかもしれない。ウマにかかる全
体的な負荷の方向は、競技で予想されるものと一
致するべきであり、ウマの運動だけではなく、馬
場表面の水平方向や垂直方向の負荷を支える様式
にも影響される。
負荷率と負荷強度はともに、骨のリモデリング
や骨折リスクに大きな影響を持つ。馬場表面は、
歩法のすべての段階で適切な着地状態を提供する
ものでなくてはならない。その必要性を理解する
ために、襲歩時に手前前肢に着地直後にかかる負
荷をみてみよう。蹄の着地直後には負荷は小さい
が、馬場表面における蹄の衝突は速い速度で起こ
る。負荷あるいは馬場表面の硬さは、主に四肢の
末梢骨に影響する。ウマの走行効率を最大限にす
るように適応してきた小さな骨は、非常に損傷し
やすい。続いて、ウマの動的荷重が肢に伝わり長
骨に負荷がかかる。馬場表面のクッション性は、
骨にかかる負荷率とより近位の肢骨に対するリス
クを減少させる。さらなる研究が必要だが、傷害
のリスクを軽減しながら骨格の適切な形成を確か
なものとするためには、トレーニングおよび競技
時の馬場表面はともに最適なクッション性と硬さ
が必要であろう。クッション性と硬さの２因子に
加えて、馬術競技における馬場表面の反応を特徴
付けるさらに３つの特性、反応性、グリップ性お
よび均一性、が考案されてきた。
競技中のリスクを最小限にし、またトレーニン
グ時に求められる骨の発達をサポートするために
は、競技馬のパフォーマンスや傷害に対する馬場
表面の影響をより理解するためのさらなる研究が
必要である。その間にも、最新の知見は、競馬お
よび馬術競技に関する白書において見直されてき
た。例えば国際馬術連盟（FEI）が策定を進めて
いるような馬場表面に対する試験法と承認の改
善策は、馬と騎乗者の双方を最も保護する方法に

関する最新の知見を実行する上で大いに期待でき
る。他の多くの産業の努力と共に、馬場表面の改
善は、近年における競走馬の重度傷害の減少の一
助となっている。これは、全ての馬術競技と競馬
産業を守るために必要不可欠な努力である。

連絡先：
Michael “Mick” Peterson, PhD
mick.peterson@uky.edu
(207) 409-6872
University of Kentucky
Lexington, KY

ウマの神経疾患の診断法
多くの疾患がウマの中枢神経系に影響を及ぼ
す可能性があるが、頚椎狭窄性脊髄症（CSM）、
馬原虫性脊髄脳炎（EPM）、馬変性性脊髄脳症
（EDM）、馬ヘルペスウイルス１型脊髄脳症（EHM）
の４疾患が最も一般的である。原因にかかわらず、
診断的評価は神経学的検査から始める。そうする
ことによって、解剖学的に中枢神経系のどこに疾
病の原因が存在するかが分かる。診断はさらに部
位を限局した検査へ続く。
CSMが強く疑われる場合には、頚部のレントゲ
ン検査を行うべきである。CSM罹患馬では、頚
椎の奇形による頚椎脊柱管の狭窄によって脊髄が
圧迫される。頚椎の立位X線側面像により、しば
しば骨の奇形やおそらく脊柱管の狭窄が認められ
る。脊髄造影は重要な生前診断法であり、外科的
処置に優先するべきである。CSMは複数の原因が
関与しており、主に若齢馬（３ヶ月齢から１歳齢）
に起こる。老齢馬では、CSMは頚椎関節突起の骨
関節炎に続発することが多い。
EPMが疑われるウマの神経学的検査では、非対
称性の運動失調が認められ、しばしば上位や下位
運動ニューロン徴候や筋萎縮を伴う。Sarcocystis 
neuronaはEPMの最も一般的な原因であるが、
Neospora hughesi 感染症もまた類似した臨床症状
を示す。S.neuronaに関するいくつかの研究によ
ると、オポッサムの生息州の馬の感染率は33～
53%である。N. hughesiに関する疫学データは少
ないが、本原虫に対する感染率はより低いと思わ
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れる。S. neurona感染の危険因子には、年齢（５
歳未満と14歳以上）、季節（冬＜夏と春）、牧場
での過去の発生の有無、樹木の茂った場所の有無、
牧場でのオポッサムの存在がある。野生動物が飼
料にほとんどあるいは全く接触する機会がない牧
場や、敷地内に小川や川がある牧場における罹患
率は低かった。EPMの診断には未だ課題があるが、
まず理学的検査および神経学的検査から始めるべ
きである。ついで血中およびCSF中の病原体に対
する抗体測定を行う。残念ながらEPMの確定診断
は剖検によってのみなされる。 
ウマの脊髄性運動失調でよく認められる３つ目
の原因は、馬変性性脊髄脳症 （EDM）である。こ
の疾病はいくつかの品種に認められ、家族性素因
があるとされる。EDMは固有感覚の伝達経路の酸
化的傷害によって起こるため、本疾患のマーカー
としてビタミンEの測定が用いられてきた。最近
では、遺伝子マーカーが本疾患に使用されており、
遺伝子学的検査が有用であることが分かってきた。
馬ヘルペスウイルス１型脊髄脳症（EHM）は
稀であるが、馬ヘルペスウイルス１型感染症の
重篤な結果として起こる。本ウイルスは古くから
知られているが、神経疾患との関連性について分
かったのは、僅かこの50年のことである。近年
になりウイルスの１塩基変異が同定された。この
変異により迅速なウイルス複製が可能となり、神
経疾患の発生率が高くなる。神経系の損傷は、感
染した血管の周囲で起こり、結果として脳卒中様
症状を呈する。本疾患は、通常、気道や末梢血単
核細胞内でのウイルス増殖の初期段階に続いて起
こる。またウイルス複製は、呼吸器上皮、生殖細
胞（訳注：胎盤や子宮とするべきである）や妊娠
中の胎子組織でも起こる。馬ヘルペスウイルス１
型感染は、発熱、呼吸器疾患、虚弱な子馬、流産
や神経疾患を引き起こす。認められる神経症状
は、尿失禁、肛門の緊張と調整の喪失、尾の脱力、
後肢の起立困難などを伴う上行性麻痺である。同
一施設の複数のウマが発熱し、続いて運動失調や
尿失禁、複数頭の流産が認められる場合には、
EHMの診断は容易である。脊髄液を採取すると、
黄色に見えることが多いが、これは血管に傷害を
受けた結果、血液中のタンパク質が漏出して増加

したためで、炎症細胞の増加は見られない。さら
に臨床症状および鼻腔スワブやバフィーコートを
用いたPCR検査によるEHV-1陽性結果によって診
断される。確定診断は、細胞培養によるウイルス
分離による。
特徴的な臨床症状、病変の解剖学的局在の理解
と、診断検査法の利用は、同様の症状を示す神経
疾患の類症鑑別に役立つ。

連絡先：
Stephen M. Reed, DVM, Dip ACVIM
sreed@roodandriddle.com
（859） 233-0371
Rood and Riddle Equine Hospital
Lexington, KY

ウマのマイクロチップのトレーサビリティについて
長年に亘って、ウマのオーナーは、個々のウマ
を特定する不変な個体識別のために、マイクロ
チップを埋め込んでいる。本法の安全性と実用性
は充分に確立されているが、一方、マイクロチッ
プのトレーサビリティに関して入手できる情報は
ほとんどない。ウマの寿命は長いため、マイクロ
チップを長年に亘り追跡する性能が必要とされる。
マイクロチップを追跡する事由は少ないが、必
要な場合には、必ず追跡できなければならない。
取締官が伝染性疾患を調査する際には、病原体に
暴露されたウマあるいは施設まで遡って追跡する
ために、ウマに埋め込まれたマイクロチップを利
用する。自然災害時には、まず当事者には逃げ出
したウマの所有者の特定という重要な仕事があ
る。逃げたり盗まれたりしたウマを探している当
事者には、マイクロチップのトレーサビリティは
頼みの綱である。ウマのレスキュー隊は、所有者
不明のウマに遭遇した場合、個体のあらゆる不変
の特徴からウマの履歴を明らかにしようと努力す
る。
マイクロチップを追跡するために、現在利用で
きる方法は限られている。ウマ個体の追跡は、マ
イクロチップリーダーを用いてウマをスキャン
し、マイクロチップ番号を読み取ることから始ま
る。では、その次は？もしウマの特徴あるいは履
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歴が、生産者あるいは調教グループの手掛かりと
なるのであれば、そこから着手すればよい。どこ
から調査を始めればよいかはっきりわからない場
合には、マイクロチップの製造業者に連絡を取る
と良い。マイクロチップ番号の上3桁は、製造業
者あるいは国コードを示し、オンラインで調べる
ことができる。製造業者は、マイクロチップを卸
した卸業者の連絡先情報を提供する。卸業者に連
絡し、卸した販売業者の情報を入手する。ウマと
マイクロチップを繋ぐデータを持つ団体に当たる
まで、連絡を取ることによってウマの情報を得る
ことができる。これには困難を伴う可能性がある。
マイクロチップを追跡する試みは、いくつかの
重大な課題を浮き彫りにしてきた。マイクロチッ
プ関連の記録の保持に関与し、責任を負うべき団
体が複数存在する。記録の保持あるいは伝達のど
の段階でも不具合が生じると、永続的に手詰まり
となり、マイクロチップを基本的に役に立たない
ものにしてしまう。末端情報が、品種登録や、馬
とその個体照合に関する関連団体で保持されてい
る場合に、個体照合は最も確実である。製造業者
への問い合わせにより、確実に販売業者の情報を
得ることができるが、この方法は時間がかかり、
伝染病発生などの緊急時には実用的ではない。
マイクロチップ製造業者のなかには、マイクロ
チップの記録の維持を販売業者に求めていない業
者があり、その場合、追跡がそこで終了すること
になる。最終的には、追跡過程を効率化するため
に、ウマのマイクロチップの公開ウェブ検索ツー
ルが必要である。そのような検索ツールにより、
迅速な個体照合および、主要な団体（品種登録、
調教グループ、登録システム）の連絡先が提供さ
れ、これらの団体は、個別のマイクロチップ番号
に関する情報を保有しているが、情報公開の個別
請求への対応を除き、データのセキュリティーや
機密性を保持している。何よりも、単にウマにマ
イクロチップを埋め込むだけでは不十分であると
いうことを、馬産業は認識しなければならない。
マイクロチップの本来の目的を果たすためには、
データの維持およびトレーサビリティの構築が必
要とされる。

連絡先：
Angela Pelzel-McCluskey, DVM, MS
Angela.M.Pelzel@aphis.usda.gov
（970） 494-7391
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, CO

競馬における死亡事故を減らすために：我々は何
を達成し、どこへ向かうのか？
北米の平地競走における致命的な傷害の発生
は、ジョッキークラブのウマ傷害データベースへ
の統一的な傷害報告の開始時から23%減少した。
死亡率の減少傾向は2013年から始まり、2015年
までに統計学的に有意に減少した。この減少は、
多くの安全対策の新たな取組みに表れているよう
に競馬社会の考え方がそのような方向に変化して
いることによると、我々は考えている。ケンタッ
キー州では、競走中の死亡率の減少だけでなく、
規制獣医師による体調不良での出走取り消しと競
走後に体調不良を呈する馬の頭数の減少として
も、この変化は現れている。これらの調査結果は、
競走馬全体の保健衛生が改善されてきた証拠であ
る。複数の安全対策が実施され事故記録の減少に
貢献している。
例として以下のような項目が挙げられる。
•蹄鉄におけるトラクションデバイス（訳注：
歯鉄、鉄臍など）の規制
•治療薬物の規制の変更
•馬場表面の体系的で客観的なモニタリングお
よび管理
•「取消し請求」規定の施行
•全米サラブレッド競馬協会の安全、公正に関
する分科会による競馬場の公認
•検死プログラムおよび死亡調査委員会
•競馬の安全に携わる裁決委員の配置
•北中米競馬委員会協会の獣医リストに関する
モデルルールの採用
死亡事故の発生率の減少は、観察されていると
いう集団認識によって結果が改善されるという
ホーソン効果によるものであると主張する者もい
る。この考えはおそらく、競馬主催者の多岐にわ
たる様々な努力が競技をより安全なものにしてい
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るという考えに比べて満足のいくものではない。
しかし、結局、いずれにせよ我々は後者の考えを
受入れるだろう。競走中の死亡事故の23%減少は、
数字だけの話ではない。今までであれば死亡して
いたかもしれない何百頭ものウマが死亡せずに済
んでいる。
重要なことは、競走中の死亡事故の発生は変え
られないものではないということである。このこ
とは励ましでもあり、警告でもある。良い方向へ
の変化は可能であるという励ましや安全性を改善
する努力は続けるべきであり、また続けなければ
ならない。さらにやるべきことがあり、整形外科
疾患の発症初期のバイオマーカー検索、現役中
から引退後の長期にわたる健康をさらに保護する
ためのあらゆるレベルにおける方針決定の改善、
人馬の健康や安全を推奨するビジネスモデルの確
立、競走馬に携わる全ての人々のための魅力的な
継続教育の考案が挙げられる。次に警告？も。変

化は否定的に捉えることもできる。目標を達成し
たといった油断は、ウマやその騎乗者、同様に競
技全体を危険に晒してしまい、惰性と警戒の欠如
の結果として競走中の死亡事故の増加を許してし
まうであろう。北米における競走中の死亡事故の
発生は、世界中の他の地域よりも上回り続けてい
る。競走馬および騎乗者や繋駕競走の御者の健康、
安全および福祉を保護することにおいて、北米が
リーダーとして胸を張って認められるまで、我々
の取り組みは決して終わることはない。

連絡先：
Mary Scollay, DVM 
mary.scollay@ky.gov 
(859) 246-2040 
Kentucky Horse Racing Commission 
Lexington, KY
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ウォータートレッドミルの水深が
運動中の馬の背部に与える影響

Water depth modifi es back kinematics of horses during water treadmill exercise

K.J.Nankervis, P.Finney, L.Launder

Equine Veterinary Journal 2016, 48: 732-736

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　佐藤　岳

背景と目的
ウォータートレッドミル運動には、下肢部への
衝撃の軽減、騎乗者による負荷がない状態での直
線運動、下肢部関節の屈曲促進などの利点があり、
近年、競技馬のトレーニングやリハビリテーショ
ンに利用される機会が増えている。しかし、その
際のプロトコルは、実施者の経験に基づく場合が
多く、様々な利用方法が存在している。
ウォータートレッドミル運動時には、水中を歩
く際に肢にかかる抵抗力および浮力により、歩幅
およびスイング時間の延長、駐立時間の減少、下
肢部関節の可動域の増加が認められる。そのた
め、ウォータートレッドミル運動下では、肢と連
動している背中の動きも変化していると考えられ
るが、背中および胸腰部の動きについては不明な
点が多い。
そこで、ウォータートレッドミルの水位と背中

（胸腰部）の屈伸可動域および骨盤の垂直変位と
の相関を調査し、実施者が同機器をリハビリなど
のプログラムに組み込む際の客観的な根拠を得る
ことを目的とした。なお、筆者は『水深の増加に
伴い背中の屈伸可動域は増加し、骨盤の垂直変位
は増加する』という仮説を立てた。

材料と方法
供試馬には、様々な品種の14頭（ウォームブ
ラッド11頭、アイリッシュスポーツホース２頭、
サラブレッド１頭）の競技馬を用いた。水位は
４つ設定し（control：蹄、low：中足指節関節、
medium：足根関節、high：大腿膝蓋関節）、それ
ぞれの水位で３分間の運動（0.8m/s）を行った。
胸椎、腰椎、尾椎の７箇所にマーカーを設置し、
マーカー間の屈伸可動域を算出した。また、左右
の腸骨寛結節にもマーカーを設置し、骨盤の垂直
変位についても測定した。各データは、変動性を
みるためにCV（変動係数）を算出し、解析には、
シャピロ－ウィルク検定、フリードマン検定、ウィ
ルコクソン検定、およびマンホイットニーのユー
検定を用いた。

結果と考察
第５腰椎以外のマーカーの屈伸可動域は、水位
の増加に伴い、コントロール群と比較して有意に
増加した。水位増加に伴い、馬は頭部を高く維持
しなくてはならない。その結果として、頭側の胸
部領域は伸展する。また、水位の増加に伴い、浮
力も増加し、腰部に掛かる自重は軽減されるため、
胸腰部領域は屈曲すると考えられる。そのため、
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頭側の胸部領域の屈曲を目的としてリハビリを行
う場合には、水位はあまり深くするべきではない。
また、筆者の仮説とは異なり、骨盤の垂直変位
と水位との間に有意な相関は認められなかった。
これは、本研究で用いた供試馬が、跛行を呈さず
背中にも痛みがない健康な馬であったためという
可能性がある。後肢の跛行が明らかな馬のリハビ

リにウォータートレッドミルを利用する場合に
は、左右の骨盤の動きのバランスなどといった、
疲労の兆候を見逃さないように注視する必要があ
る。リハビリの目的や進捗段階に関わらず、各馬
に合わせた疲労しない程度の運動量および運動強
度を見極めることが重要である。
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運動機能回復までの長期的な追跡：
フィンランドにおける236頭の疝痛馬の回顧的研究

（2006～2012年）

Long-term follow-up on recovery, return to use and sporting activity: 
a retrospective study of 236 operated colic horses in Finland (2006‒2012)

Isa Anna Maria Immonen, Ninja Karikoski, Anna Mykkänen, Tytti Niemelä, Jouni Junnila 
and Riitta-Mari Tulamo

Acta Veterinaria Scandinavica 2017, 59: 5 

栗東トレーニング･センター　競走馬診療所　湯浅麗子

緒論
開腹術の予後に関する情報は、外科医および所
有者にとって重要である。しかし、術後の機能回
復に関する論文は少ない。本研究では、病変部位、
手術部位感染（SSI）、切開ヘルニア、疝痛等の術
後合併症が、回復に与える影響を評価することを
目的として、年齢、病変部位、術後合併症、長期
予後、所有者の満足度について追跡調査した。

方法
フィンランドヘルシンキ大学病院の2006～
2012年の236症例を評価した。調査は、入院
中のカルテおよび馬の所有者との電話インタ
ビュー、競技記録により行った。データ解析には
マン・ホイットニーのユー検定を用いた。調査項
目は、年齢（０～14歳/15歳）、品種（スタンダー
ドブレッド/ウォームブラッド/フィンホース/ポ
ニー /他品種）、性別（牝馬/牡馬/去勢馬）、保険
状態（有無）、病変部位（小腸/大腸）、処置（腸
管ガス除去の有無、腸管切開および切除の有無）、

術後合併症（SSI/切開部の裂開/切開ヘルニア/腸
閉塞/疝痛/腹膜炎/蹄葉炎）、再開腹手術（時間/
原因/手術所見および治療）、退院日と術後死亡日、
術前/術後の飼養目的（競走馬/趣味馬/ハーネス
競技馬/若齢馬/繁殖馬/放牧馬/引退馬）、飼養目
的の回復（有無）、所有者の満足度とした。

結果と考察
手術時の馬の平均年齢は8.9歳（中央値8.5歳、
４日歳～22.2歳）であった。本研究の主要な品種
はウォームブラッドであり、研究集団の38.6％を
占めていた。追跡期間は８年10ヶ月であり、中
央生存期間は79.2ヶ月であった。約2/3（67.4％ ; 
159/236）は最初の開腹手術時に保険に入ってお
り、再開腹時には85.8％（12/14）であった。術
後入院中の生存率は、既報（85.7～87.0％）より
も低かった（82.6％ ; 195/236）。フィンランド
のほとんどの保険会社が、理想的な処置が施され
ない限り、生命保険の補償額すべてを支払うこと
はない。そのため、保険の契約状態が、疝痛馬の
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予後や術中の安楽死数に影響をおよぼしている可
能性がある。
術後１年以内の疝痛再発率は20.0％（27/135）
であり、大腸病変疝痛馬は小腸病変疝痛馬よりも
3.3倍（CI 1.3; 8.2、P = 0.01）高い確率で疝痛を
発症していた。しかし、本研究における術後の疝
痛数は、所有者の主観的な評価により算出されて
いるため、多少のバイアスがかかっている可能性
がある。SSIは28.9％（39/135）の症例で発症し、
退院した馬の11.1％（15/135）で切開ヘルニア
を認めた。しかし、ヘルニアの発症は、飼養目的
への回復に悪影響をおよぼさなかった。
年齢（０～14歳/15歳以上）は、術後の長期生
存率に有意な影響をおよぼさなかった。術後5年
目以降の生存率の低下は、おそらく馬の平均余命
によるものである。小腸病変手術馬の生存率は、
術後約36～40ヶ月間の経過観察では大腸病変手
術馬と比較してやや劣っていた。しかし、40～
90ヶ月間の生存グラフでは、２群間に大きな差
はなかった。この結果は、小腸病変を手術した馬
の多くが、術後10年まで生存できるという知見
を裏付けている。

退院した馬の83.7％（113/135）が、期待さ
れた能力を回復した。能力の回復は、所有者によっ
て主観的に決定されたものではあるが、競技歴の
ある馬の72.8％（59/81）が術後に公式競技会に
出場しており、その競技記録をパフォーマンス回
復の裏付けとした。競走馬は、キャリアの初期段
階で引退することが多かった。過去の競走馬に関
する２件の研究では、それぞれ69.0％（59/85）
および76.0％（45/59）が、術後少なくとも１回
はレースに復帰したと報告している。しかし、研
究集団の違いが結果にある程度の影響をおよぼす
可能性が高いため、一概に比較はできない。

結論
本研究により、小腸病変馬の回復時間は大腸病
変馬よりも長く、術後の疝痛発症率は既報よりも
比較的低いことが示唆された。加えて以前の研究
とは対照的に、切開ヘルニア、術後の疝痛発生率、
手術部位および術後の回復時間は、術後の能力回
復には影響をおよぼさなかった。また、退院馬の
大多数の経過は良好であり、所有者の多くが手術
結果を満足と評価した。
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浅屈腱炎発症馬に対する自己調整血清（ACS）
単回投与が及ぼす効果

Eff ect of a single injection of autologous conditioned serum （ACS） on tendon healing in 
equine naturally occurring tendinopathies

Florian Geburek, Maren Lietzau, Andreas Beineke, Karl Rohn and Peter M. Stadler

Stem Cell Research & Therapy 2015, 6: 126

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　久米紘一

【Introduction】
浅屈腱炎は競走馬を含む多くのウマで発症し、
再発率が高い疾病である。現在、様々な治療方法
が考案されているが、理想的な方法は確立され
ていない。ヒトでは自己調整血清（以下ACS）が
IL4・10、IL-1Raなどの抗炎症性サイトカインの
分泌を刺激することが知られており、膝関節炎症
例では臨床試用されている。最近の研究でウマに
おいても、ACS中にIL-1RaおよびIL10が含まれる
ことが明らかとなり、屈腱炎の治療に利用された
例もある。しかし、その結果についての研究報告
は行われていない。
そのため本研究では、浅屈腱炎発症馬に対して
ACSを単回投与し、それが生体の抗炎症作用や組
織修復にどのような影響を及ぼすのかについて調
査した。

【Materials and Methods】
本研究には、浅屈腱炎を発症した15頭の17肢
を用いた。その17肢より、無作為に選定した10
肢をACS投与群、７肢をコントロール群とした。
ACS投与群には、浅屈腱炎の病巣内にエコーガイ
ド下でACSを１～３ml投与し、コントロール群に

は、生理食塩水を同様に投与した。
浅屈腱炎診断日をDay0、投与日をDay1とし
27週間経過を観察した。Day11・22・36・50・
78・106・134・162・190に、跛行診断や触診
およびエコー検査を実施した。エコー検査では、
総病変横断面積（TL-CSA）および腱の病変割
合（%T-lesion=（TL-CSA ／腱部総横断面積）×
100）を測定し、エコー源性と線維配列を屈腱部
の区分毎に評価した。エコー源性は正常像を０、
低エコー像を１、混合エコー像を２、無エコー像
を３とスコア化（TES）した。線維配列は平行で
ある線維の割合によってスコア化（T-FAS）し、
>75%を０、50~74%を１、25~49%を２、<25%
を３とした。また、Day0・36・190で、最大病
変部（MIZ）からバイオプシーを行い、採取され
たサンプルで組織切片を作製し、組織学的な評価
（正常=０、僅かな異常=１、異常=２、大幅な異常
=３）および免疫染色によるコラーゲンtype IとIII
の発現についても調査した。

【Result】
跛行の程度は、コントロール群ではDay36まで
に良化し、ACS投与群ではDay11までに良化した。
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屈腱部の腫脹は、コントロール群では実験期間中
に大きな変化を認めなかったが、ACS投与群では
Day78以降有意に減少した。
TL-CSAも腫脹と同様に、コントロール群では
大きな変化は認めず、ACS投与群ではDay78以降
有意に減少した。%T-lesionはコントロール群で
高値を示し続けたが、ACS投与群では徐々に低下
し、Day0に比べDay78以降で有意に減少した。
また、Day78・106・162において、ACS投与群
ではコントロール群より有意に低値を示した。
TESはACS投与群でDay22にDay0と比べ有意に低
く、Day78以降さらに低値を示したが、コント
ロール群ではDay78以降に初めて低値を示した。
また、Day78および106において、ACS投与群は
コントロール群より低値を示した（有意差あり）。
T-FASは、コントロール群でDay0に比べDay134
で有意に減少したが、ACS投与群ではDay78で有
意に減少した。
組織学的評価では、Day36に腱細胞核の形態ス
コアおよび腱細胞密度のスコアが、コントロール
群よりもACS投与群で有意に低値を示した。免疫
染色によるコラーゲンtype Iの発現はコントロー
ル群では変化を認めなかったが、ACS投与群で
はDay190に有意に増加した。また、コラーゲン
type IIIの発現は、ACS投与群のDay190にやや低
値を示した。

【Discussion ＆ Conclusion】
ACS投与群ではDay78にTL-CSAおよび%T-lesion

が減少し、外貌上の腫脹の減少と明らかな相関を
示した。これらは、ACS中のIL-1Raによる抗炎症
性作用や、IGF-1およびTGF-βといった成長因子
による効果と考えられる。実験的な腱障害では、
IGF-1が約２週間にわたって正常よりも減少する
ことが知られている。そのため、腱修復の初期段
階における外因性IGF-1の投与は、内因性IGF-1
の産出を刺激する効果があると考えられる。
ACS投与群では、腱細胞の核が平坦化した。こ
れはACS投与によって、増殖期の腱細胞増殖が抑
制され、細胞の分化が進んだためと考えられる。
また、ACS投与群では、リモデリング期や成熟期
の抗張力増加の指標となるコラーゲンtype Iの発
現が上昇していた。これらも屈腱炎に対する有効
な反応と考えられる。
浅屈腱炎病巣内へのACS単回投与により、跛行
の早期良化およびエコー所見の改善が認められ
た。また、組織学的検査では、腱細胞核の形態の
正常化およびコラーゲンtype Iの発現の増加を認
めた。以上のことから、ACS単回投与は浅屈腱炎
の治療に有効であると考えられる。
今後は、ACSの複数回投与による効果や検体数
の増加、および屈腱炎の再発率についての調査を
継続する必要がある。
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子宮捻転整復時の母馬と子馬の生存率
および母馬の再受胎率

Mare and foal survival and subsequent fertility of mares treated for uterine torsion

T.J.P. Spoormakers, E.A.M. Graat, F. Ter Braake, T.A.E. Stout and H.j. Bergman

Equine Veterinary Journal ISSN 2016, 48(2): 172-175

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　大迫敬史

＜背景＞
馬における子宮捻転の発生率は低いが、妊娠馬
では捻転の程度（180～540度）が難産の原因と
なる。捻転の発生は軽種馬よりも重種馬の方が多
い。子宮捻転を検査する唯一の方法は直腸検査で
あり、迅速な捻転の整復は予後に深く関与してい
る。
子宮捻転の整復には、非外科的および外科的に
様々な方法が用いられている。３つの既報による
と、子宮捻転整復後の母馬および子馬の生存率は、
それぞれ60・73・84％および30・53・53％であっ
た。また、Chaneyらは立位側腹開腹術（SFL）に
よる整復が、子馬の生存率を上昇させる傾向があ
り、母馬の再妊娠率も上昇させると報告している。
本研究では、予後判定や捻転の整復方法を選択
する際のガイドライン作成を目的として、子宮捻
転に関する様々な項目について調査した。

＜材料と方法・データ解析＞
1987～2007年に、オランダの３つの病院で子
宮捻転を整復した妊娠馬189頭における以下の項
目を調査した。発生品種、捻転発生時の妊娠期間
（妊娠320日未満および320日以上）、捻転の程度
（360度未満および360度以上）、母馬と子馬の生

存率、整復方法（立位での側腹開腹術と正中整復
術）である。項目毎に多変量ロジスティック回帰
分析を行い、有意水準はp<0.05とした。

＜結果＞
品種別の発生頭数は、ダッチウォームブレッ
ドが最も多く（111頭）、その後は、フリージア
ン27頭、アラビアン12頭、ウェルシュポニー７
頭、重種６頭、ハフリンガー３頭、エフジョー
ド３頭、その他17頭であった。捻転発生時の平
均妊娠期間は283±38日、範囲は153～369日で
あった。母馬の平均年齢は9.1±4.7歳、範囲は２
～24歳であり、平均産歴は３回、範囲は１～15
回であった。妊娠初期～早期の牝馬よりも後期の
牝馬の方が、重度の捻転を発生し易い傾向にあっ
た。捻転の程度が記録されていた127頭中、７頭
は180度未満、85頭は180～360度未満、35頭は
360度以上であった。妊娠320日未満に発生した
子宮捻転の整復後の母馬および子馬の生存率はそ
れぞれ90.5％、82.3％であった。立位側腹開腹術
後の子馬の生存率88.7％は、他の整復術後の生存
率35.0％に比べて高く、これは捻転時期とは相関
がなかった。子宮捻転の発生時期が妊娠320日未
満と以上では、子馬の生存率は90.6％、56.1％と
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大きく異なっていた。また、妊娠320日未満での
子宮捻転における立位側腹開腹術とそれ以外の方
法では、母馬の生存率はそれぞれ97.1％、50.0％
であったが、妊娠320日以上では76.0％、68.8％
であり、大差はなかった。整復方法は、169頭が
立位側腹開腹術、10頭が経膣での整復、５頭が
麻酔下での正中開腹術、２頭が麻酔下での側腹開
腹術（２頭中１頭は切除を行わず）であり、残り
２頭は整復術前の安楽死であった。母馬の再受胎
率は93.5％であり、整復方法別では、立位側腹開
腹術で93.9％、その他の方法で87.5％であった。

＜考察＞
全身麻酔下でのローリングや正中開腹術などに

よる捻転の整復は、リスクが高い傾向にあった。
また、重度の捻転は妊娠後期（妊娠320日以上経
過）に発生し易い傾向にあったが、これは胎児の
体重増加に伴うものと考えられた。統計上、妊娠
期間が320日以上の症例においては、立位側腹開
腹術による整復の利点が少ないことも示唆された。
以上の結果から、妊娠320日未満の子宮捻転発
症馬において、立位側腹開腹術による捻転整復は
術後の合併症が少ない安全な整復方法である。し
かし、妊娠320日以上で子宮捻転が発生した場合
には、捻転が重症化し易く、整復後の子馬の生存
率、および立位側腹開腹術による捻転整復の有効
性も低いと考えられる。
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致死的な消化器疾患を発症した馬の蹄葉状層における
酸化ストレス

Oxidative stress in hoof laminar tissue of horse with lethal gastrointestinal disease

Luciane Maria Laskoski ,Rosangela Locatelli Dittrih,Carlos Augusto Arujo Valadao,Juliana 
Sperotto Brum,Yara Brandao,Harald Fernando VicenteBrito,Renato Silva de Sousa

Veterinary Immunology and Immunopathology 2016, 171: 66-72

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　川島雅史 

Introduction
蹄葉炎は致命的な疾患であり、通常、重度な胃
腸障害を発症した後に認められる。蹄葉炎による
損傷は、蹄葉状層の蹄壁と末節骨との間に限局し、
関節およびそれらの構造の支持機構に影響する。
一方、酸化ストレスは様々な疾病の発症に関与
していることが明らかとなっている。その機序
は、酸化ストレスによるフリーラジカルが、細胞
のタンパク質、脂質およびDNAと反応し、細胞傷
害を引き起こすためである。ペルオキシナイトラ
イトは一酸化窒素（NO）とスーパーオキシドが
反応して生成され、トリプトファンやシステイン
の酸化、チロシンのニトロ化、ジチロシンの形成
およびタンパクの断片化などを引き起こし、酸化
ダメージの中心的な役割を果たす。チロシンのニ
トロ化により生成されるニトロチロシンは、酸化
ストレスのマーカーとして用いられている。酸化
ストレスは、酸化ダメージのエネルギー量が抗酸
化システムによる中和エネルギー量を上回ること
で生じる。スーパーオキシドジスムターゼ（SOD）
は、重要な抗酸化酵素である。SODは細胞外に存
在し、NOの分解を防ぐことで抗酸化作用を発揮
している。また、触媒として機能することでスー

パーオキシドの分解を促進し、血管を拡張させる
ことで、内皮細胞の保護とペルオキシナイトライ
トの生成を抑制する効果も有する。研究者の中に
は、葉状層の破壊が酸化ストレスによって生じて
いると提唱している者もいる。
そこで本研究では、健常馬と重篤な疝痛発症馬
におけるニトロチロシンとSODの免疫局在性を比
較し、葉状層における損傷の進行具合を評価する
ことを目的とした。

Materials＆Methods
本研究では30頭の４肢を使用し、健康馬６　
頭をコントロール群（CG）、疝痛を自然発症した
24頭を胃腸障害馬群（GDG）とした。蹄葉状層
における損傷度を形態学的な重篤度に応じて、次
に示すグレードに分類し、評価した。グレード０：
正常、グレード１：二次表皮葉の伸長および基底
細胞の核の丸状化、グレード２：基底細胞の欠損、
グレード３：表皮葉と真皮葉の形態および構造の
破壊。
蹄葉状層における組織中のニトロチロシンおよ
びSODについては、両群ともに免疫組織染色を用
いて、染色の強度に応じて次に示すグレードに分
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類し、評価した。グレード０：染色されない、グ
レード１：内皮細胞および真皮葉が限局して染色
される、グレード２：表皮葉と真皮葉の間が染色
される、グレード３：表皮葉と真皮葉の間で細胞
を数えることができる。

Results
葉状層における損傷はCGでは認められず、
GDGでのみ認められた。ニトロチロシンおよび
SODはGDGでのみ観察された。葉状層の損傷グ
レード３に分類された馬は、GDGの５頭で、その
内の１頭は、重度の蹄葉炎を発症していた。同馬
は、横行結腸の嵌頓を発症し、手術により整復さ
れたが、術後深刻な蹄葉炎症状を呈した。治療を
継続したが、腸管の壊死も進行し、１週間後に死
亡した。同馬の葉状層における損傷グレードは、
前肢が３、後肢が２であった。ニトロチロシン免
疫染色のスコアは全肢３であり、SOD免疫染色の
スコアは前肢と左後肢が１、右後肢が０であった。　
ニトロチロシン免疫染色はGDG一部で、かつ真
皮葉でのみ認められた。先の５頭の内、２頭はニ
トロチロシン免疫染色で染色されず、２頭はニト
ロチロシン免疫染色スコア１、残る蹄葉炎の臨床

症状を呈し死亡した馬はスコア３であった。
SODは基底細胞の細胞質および表皮葉で免疫染
色され、スコア３を示したものは、葉状層の損傷
グレード３の蹄のみであった。染色グレード１ま
たは２は、葉状層における損傷がない蹄でも認め
られた。

Discussion
ニトロチロシンがGDGでしか認められなかった
ことから、胃腸障害に続発する蹄葉状層における
損傷には、酸化ストレスが関与していると考えら
れる。また、葉状層に深刻な損傷が生じている蹄
であっても、ニトロチロシン免疫染色が弱い例も
認められたことから、葉状層の損傷グレードとニ
トロチロシン免疫染色スコアとの間には、相関が
ないことが明らかとなった。SODに関しても、葉
状層の損傷がない蹄で、SODが染色される例を認
めたことから、両者に相関がないことが明らかと
なった。
結論として、深刻な胃腸障害を発症した馬の葉
状層における損傷には、酸化ストレスが関与して
いるが、今回調査していない別の酸化物質が関与
している可能性があると考えられる。
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感染性胸膜肺炎に罹患した97頭の調査により判明した
罹患馬の生存率に関与する要因

Factors Associated with Survival in 97 Horses with Septic Pleuropneumonia.

Arroyo MG, Slovis NM, Moore GE, Taylor SD.

Journal of Veterinary Internal Medicine 2017, 31(3): 894-900

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　池田泰彦

背景
胸膜肺炎は、馬で比較的多く認められる疾病で
ある。既報によると、胸膜肺炎と診断された馬の
生存率は43.3～96％と様々である。しかし、菌
敗血症を伴う胸膜肺炎罹患馬の生存率に関する報
告はほとんどない。
そこで筆者らは、気管吸引液（TA）および胸
水（PF）における嫌気性菌の存在、および治療中
の蹄葉炎の発症が、生存率に影響しているという
仮説を立て、敗血症を併発している胸膜肺炎罹患
馬において、様々な項目（詳細は材料と方法）を
調査し、生存率に関与している要因を検証した。

材料と方法
Purdue University College of Veterinary 
MedicineとHagyard Equine Medical Instituteの２
つの病院で、2001年１月から2014年12月までの
14年間に、敗血症を伴う胸膜肺炎と診断された
97頭を供試馬とした。敗血症の診断は、全身性
炎症反応症候群（SIRS）の有無、TAおよびPFの
細菌培養結果により行なった。SIRSの定義は、高
温（>101.5°F）、低体温（<97°F）、頻脈 （>45回
/min）、呼吸促迫（>24回/min）、白血球減少 （WBC 
< 6,000/μL）、白血球増多 （WBC > 12,000/μL）、

桿状核球（>10％）のうち２つ以上の所見を認め
るものである。
調査項目：シグナルメント、病歴、身体検査、
血液検査、診断検査、細菌培養（TA、PF）、蹄葉
炎の有無、治療内容および転帰。

結果
・シグナルメント、病歴
年齢は２ヶ月齢～29歳齢（平均2.5歳）。性別は
牡48頭（セン26頭）、牝46頭、残りの３頭は不明
であった。供試馬の31％（30/97） は胸膜肺炎発
症前の６週間以内に輸送されていた（１～45日、
中央値：14日）。２病院での受診前の主な症状は
発熱（81頭；84％）、元気消失 （76頭；78％）、
食欲不振（75頭；77％）、努力呼吸の増加（64頭；
66％）、鼻汁（60頭；63％）、運動不耐性（33頭；
36％）、体重減少（18頭；19％）および疝痛（13
頭；13％）であった。受診前に79頭（83％） が
NSAIDsを、67頭（71％） が抗菌薬を、８頭（８％） 
がステロイドを投与されていたが、受診前の投薬
と生存率の間には相関は認めなかった。
・臨床症状（受診時）
元 気 喪 失（76頭；78％）、 頻 脈 （73頭；
75％）、呼吸促迫 （58頭；60％）、発熱 （42頭；
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43％）、毛細血管再充満時間（CRT）の延長（19頭；
22％）、腹部の浮腫（13頭；14％）が認められた。
・臨床血液生化学検査
91頭を検査し、全血では、フィブリノゲン過
剰（71％）、桿状核好中球増加（60％）、成熟好
中球増加（53％）、好中球減少 （22％）、ヘマト
クリット上昇（18％）、血清では、低アルブミン
血症（70％）、低ナトリウム血症 （62％）、高ビ
リルビン血症 （56％）、高血糖（43％）、高グロ
ブリン血症（41％）、低塩素血症（40％）、血清
クレアチニン濃度の上昇 （14％）、が認められた。
・細菌培養結果
細菌の分離率はTAで98％、PFで84％であった。
TA、PFどちらも採材可能であった例は55検体で
あり、そのうち両方で菌の分離が可能であったの
は39検体（71％）であった。
TA（84検体）およびPF（68検体）から分離さ
れた好気性菌は、Streptococcus equi subsp zooep-
idemicus、Actinobacillus sp 、E. coli 、Staphylococ-
cus sp 、Klebsiella sp 、Pseudomonas sp.な ど で
あった。嫌気性菌に関してはTA21検体中８検体
（38％）で、PF34検体中10検体（29％）で、陽
性であった。
・治療
94頭が治療を受け、ペニシリンとゲンタマイ
シンの併用77頭（81％）、メトロニダゾール65頭
（68％）、エンロフロキサシン10頭（11％）であっ
た。93頭（99％）がNSAIDs（フルニキシンメグ
ルミン）を投与され、70頭（74％）で等張晶質
輸液が行われていた。開胸術は11頭で選択され、
そのすべてが退院した。
・転帰
65頭（67％）が退院し、治療期間の中央値は
６日 （範囲：０～107日）であった。65頭中53頭
については退院後の経過も判明しており、35頭

（66％）は疾病発症前の使役に復帰することがで
きた。競走に復帰した馬は23頭であった。
治療中に蹄葉炎と診断された馬は８頭で、その
うち５頭が退院した。

考察
筆者の仮説とは異なり、TAおよびPF中の嫌気
性菌の有無と治療中の蹄葉炎の発症は、生存率に
影響しないことが明らかとなった。しかし、蹄葉
炎に関して、その影響の有無を結論づけるには、
発症頭数が少ない可能性がある。
本研究でTAがPFよりも細菌の分離に関して高
い感度をもつことが示されたが、これは他の研究
結果と同様であり、TAおよびPF内の細菌の濃度
差によるものと考えられる。一方で、PFにおいて
分離された細菌が、TAにおいて分離されない例
が存在した。これは、PF内の膿瘍内で培養された
ものと考えられる。したがって、TA 、PF両方の
採材を行うのが望ましいと考えられる。
また、血清クレアチニン濃度の上昇と生存率に
負の相関が、開胸術と生存率に正の相関があるこ
とが明らかとなった。血清クレアチニン濃度の上
昇は脱水状態を示唆するとされており、胸膜肺炎
の治療時に脱水の程度を調べることで、生存率を
予測できる可能性がある。開胸術に関しては、実
施頭数は少ないものの、実施馬全頭が退院してお
り、一般的な治療に反応しない症例に対しては、
積極的に実施すべきであると考える。

訳者所感
本会においても、胸膜肺炎はしばしば発生する
疾病であり、重症例に対して胸腔洗浄を積極的に
行っている。その際、PFを採取し、細菌培養も実
施しており、今後も継続していく必要がある。
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学会見聞記

第22回日本神経感染症学会学術大会

平成29年10月13日から14日に北九州国際会議
場において開催された、第22回日本神経感染症
学会学術大会に参加したので、その概要を報告し
ます。

◯ウイルスの中枢神経感染機構
柳　雄介（九州大学）

本講演は特別講演として企画された演題で、ウ
イルス感染の総論と中枢神経系の特殊性、そして
ウイルス神経感染症の各論として麻疹ウイルスと
ムンプスウイルスについて、非常にわかり易く講
演がなされた。ウイルス感染の総論の内容として
は、先ずウイルス感染が成立する条件について、
感染細胞へ侵入するための細胞表面の受容体へ
のウイルスの結合、細胞内での増殖、宿主細胞の
防御機構であるインターフェロン産生などを抑制
するためのウイルスの機能が紹介された。中枢神
経の特殊性に関する説明では、中枢神経組織に到
達する経路について、血液中枢関門における、脳
実質へ侵入するための毛細血管ないし脊髄液へ侵
入するための脈絡膜の構造と通過機序が紹介され
た。また神経細胞にウイルスが到達する経路とし
て、神経シナプスを経由して他の神経細胞へウイ
ルスが伝搬される機序があることも紹介された。
ウイルスの病原性発現機構に関する説明では、感
染細胞の傷害や脳の機能障害には、ウイルスの
増殖に伴う免疫応答、インターフェロン、TH1/
TH2バランス、制御性T細胞が関与していること。
脳の免疫については、これまで脳は全身の免疫か
ら隔離されている器官と言われてきたが、その影
響を少なからず受けていると考えられるように
なっていること。すなわち、これまで免疫細胞は
血液脳関門により中枢組織への移動が制限されて
おり、リンパ管は存在せず、MHC分子も発現し
ていないとされてきたが、近年の研究でリンパ管

は存在し、MHC分子も発現していることが示さ
れてきており、T細胞が活性化して中枢神経に到
達し、リンパ球や形質細胞も髄膜や脈絡膜から侵
入していると考えられるようになっていることが
紹介された。各論については、本報告ではヒトの
麻疹（はしか）の原因である麻疹ウイルスについ
て記載する。麻疹ウイルスは、パラミクソウイル
ス科モルビリウイルス属のマイナス一本鎖RNAゲ
ノムを持っており、伝染力が非常に強く、空気
（飛沫）感染し、発熱・発疹・免疫抑制を引き起
こす。稀ではあるが、感染後脳炎として中枢神経
への持続感染による亜急性硬化性全脳炎（SSPE）
や麻疹封入体脳炎（MIBE）などの合併症も起こ
す（平均７年後）。本病のワクチンは非常に有効で、
世界的にも減少傾向にある。我が国では2015年
３月以降は排除状態にあり、本病の発生は土着の
ウイルスによる発生は全くなく、もっぱら海外か
らの持ち込み症例である。本ウイルスは感染によ
りシンシチウム（細胞合胞体）を形成し、宿主細
胞へ感染する際の受容体としてSLAM（signaling 
lymphocyte activation molecule；CD150）、MCP 
（membrane cofactor protein；CD46）、 Nectin-4
が明らかにされている。SLAM は演者らが発見し
た受容体で、免疫細胞に発現している。麻疹ウイ
ルスは免疫細胞に感染して増殖した後、上皮細胞
に感染して気道腔内などへ放出されるが、その
際には極性上皮細胞の細胞間隙に発現している
Nectin-4を利用する。SSPEの脳炎患者からは、
野生株とは性質が異る麻疹ウイルスが分離され
る。すなわちウイルス遺伝子の一部変異により、
上記の受容体を介したウイルスの感染・伝播・放
出がうまくなされず、脳内で持続感染することで
SSPEが形成されるとの病理発生が紹介された。
馬では馬ヘンドラウイルス感染症（馬モルビリ
ウイルス肺炎）の原因ウイルスであるヘンドラウ
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イルスが、麻疹ウイルスと同じパラミクソウイル
ス科に属している。病態はかなり異なるが、合胞
体を形成する特徴は共通している。ほかに馬の脳
炎としては日本脳炎、ウエストナイル脳炎、東部・
西部馬脳炎などが有名であるが、原因ウイルスは
フラビウイルス科ないしトガウイルス科に属して
いる。またウイルスに関連した脳症としては、ウ
マヘルペス１型が重要ある。当研究所では、馬の
中枢神経感染症を疑う症例の病理組織学的病性鑑
定の依頼がしばしばあるが、本講演で紹介された
中枢組織の感染機序に関する知見は病理診断業務
において、大変参考になる内容であった。

◯国内外での蚊媒介性ウイルス感染症の状況とウ
イルス学

田島　茂（国立感染症研究所）
近年、蚊を介してヒトに感染する節足動物媒介
性ウイルスが世界中で猛威をふるい大きな問題と
なっている。本講演は教育講演として企画された
もので、デングウイルス、ジカウイルス、日本脳
炎ウイルス、ウエストナイルウイルス、黄熱ウイ
ルス、チクングニアウイルスによる感染症につい
て紹介された。以下にその概要を記載する。
デングウイルスにより引き起こされるデング熱
やデング出血熱、デングショック症候群は世界中
の熱帯・亜熱帯地方において年間数千万～一億人
が発症している。日本でも第二次世界大戦中、南
方の戦地からの帰還兵により持ち帰られたウイル
スが、日本にも生息するヒトスジシマカによって
媒介され、長崎市など西日本で流行し20万人が
発病して以降、2014年に約70年ぶりに国内感染
が確認された。本感染症の病原体検査法としては、
ウイルス分離、ウイルス遺伝子検査（PCR 、リア
ルタイムPCR）、NS-1抗原検出（イムノクロマト）
がある。デングウイルスは発病１～２日前から有
熱期にかけて血液中に存在しているが、解熱とと
もにウイルス遺伝子は検出できなくなる。PCR法
では発病後約４日目以内であれば比較的容易に検
出できるが、解熱傾向が始まると、高感度なリア
ルタイムPCR法でしか検出できない。一方、NS1
抗原は解熱後も数日間検出できる場合が多く、
NS1抗原検査迅速診断イムノクロマトキットは、

簡便で特異性もそれほど低くなく、迅速に結果が
得られるメリットを有することから、早期診断に
有用な検査法である。本感染症の重症化（デング
出血熱など）の機序としては、抗体依存性感染増
強現象（ADE）が知られている。すなわち、デン
グウイルスには４つの血清型が存在するが、例え
ば最初にある型のデングウイルスに感染した後に
別の型のデングウイルスに感染すると、再感染の
デングウイルスは最初の感染による中和抗体と緩
く結合して細胞に取り込まれ、処理されることな
くよく増殖すると言う現象が見られ、多量に産生
されるウイルスにより重症化すると考えられてい
る。デングワクチンは2015年にメキシコで初め
て認可されたが、抑制効果はあまり高いものでは
ない（約65％）ため、広く普及していない。
ジカウイルス感染症は、デング熱と類似の症状
を呈する疾患で、2007年にミクロネシア連邦で
初めて流行が確認された後、急速に西方向に拡大
し、2015年には南米大陸で大流行が起こった。
本来ジカ熱と呼ばれてきた軽症の熱性疾患であっ
たが、母子感染により胎児に重度の先天性中枢神
経疾患を引き起こすことが明らかになり注目され
ている。感染した妊婦から生まれた新生児は小頭
症を呈し、その妊婦の羊水や小頭症で死亡した新
生児の脳の病理組織からはジカウイルスが検出さ
れる。この感染症の重要な点は男性から女性へ性
交渉により伝染することで、血液中のウイルス量
が少ない男性の場合でも、尿中や精液中には多量
のウイルスが排泄される。発熱などの症状は１週
間程度で治るが、感染１ヶ月後でも男性から女性
に本症は伝搬する。また抗体検査による診断では、
デング熱患者との鑑別が極めて困難な場合がある。
その他のウイルス感染症については、ウエスト
ナイルウイルス感染症（ウエストナイル熱・脳炎）
は、2002～2003年に米国で患者数が一万人以上、
死者は500人以上発生し、最近は下火になったが、
依然として年間100人程度が死亡している。最近
アフリカのアンゴラやブラジルなどでは黄熱が流
行している。デングウイルス感染症との類症鑑別
が重要なチクングニアウイルス感染症は長期に亘
る関節の炎症が特徴的で、アフリカや東南アジア
で発生が見られたが、2013年には中南米で、最
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近ではイタリアでも発生が報告されている。日本
脳炎は、近年の国内患者は20例未満である。日
本脳炎ウイルスは５つの遺伝子型（Ｉ～Ｖ型）が
あり、日本での分離は1980年代まではⅢ型のみ
であったが、1980年代後半よりＩ型が検出され
るようになり、1990年以降現在までＩ型が主と
なっている。隣国の韓国の日本脳炎ウイルスもＩ
型で、ワクチンにより患者は少ない状況にあった
が、2010年以降患者数が上昇傾向にある。近年、
中国や韓国のアカイエカからは従来とは異なる遺
伝子型（Ｖ型）のウイルスが検出されているとの
報告があり、この日本脳炎ウイルスとの関連性が

疑われている。
馬においても日本脳炎は監視伝染病に指定され
ており、重要な感染症である。当研究所でも、
2003年に鳥取県の馬の病性鑑定で本症を経験し、
分離ウイルスの遺伝子型はＩ型であったことを報
告している。Ｖ型との塩基配列の相同性は78％
で他の４つの型に比較して最も低い値であったこ
とから、性状が異なる可能性もあり、本ウイルス
の動向に注意を払う必要があるものと考えられる。

（片山芳也）

第65回日本ウイルス学会学術集会

第65回日本ウイルス学会学術集会が、2017年
10月24日から26日に大阪市の大阪国際会議場で
開催された。口頭発表は全て英語、ポスター発表
も原則英語の発表であった。その中で興味深かっ
た演題について紹介する。

◯Molecular characterization of rotavirus A 
isolated from children in 2 cities in Hokkaido, 
2010-2016
（2010年-2016年の北海道の2つの都市の子供か
ら分離されたA群ロタウイルスの分子疫学調査）
Mayumi Ono (Sapporo Medical University) et al.

◯Novel equine-like G3 rotavirus strains among 
children in Surabaya, Indonesia, 2015-2016
（2015年-2016年のインドネシア、スラバヤの子
供から検出されたウマロタウイルス様新規G3型
ロタウイルス）
Rury Mega Wahyuni (Airlangga University) et al.

この２つの演題はどちらも消化器症状を示した
子供から検出されたロタウイルスの遺伝子解析の
報告であり、１つ目の報告は北海道の札幌市およ
び苫小牧市、２つ目の報告はインドネシアのスラ
バヤにおける疫学調査であった。Ａ群ロタウイル

スは11分節を持つウイルスであり、北海道の調
査ではそのうちVP7、VP4およびVP6遺伝子を、
インドネシアの調査では全11分節の解析を行っ
た。なおVP7遺伝子で決定される遺伝子型はＧ遺
伝子型であり、ウマからはG3型およびG14型が検
出されている。調査の結果、ヒトから頻繁に検出
されるG1やG2が検出される一方で、どちらの調
査においてもG3型が検出された。これまでもG3
型は検出されていたものの、それらと比較して今
回のG3型はウマから検出されるロタウイルスと
近縁であった。しかしながら系統樹解析をみる
と、ウマロタウイルスのG3型とは明らかにクラ
スターが異なっており、またＧ遺伝子型を決定す
るVP7遺伝子以外の遺伝子はヒトをメインとする
ウマ以外の動物由来であった。以上のことから、
ウマロタウイルスのVP7遺伝子がリアソータント
によりヒトロタウイルスのVP7遺伝子と入れ替わ
り、長い年月をかけてヒトに順化していったのだ
と推察され、ウマロタウイルスが近年直接ヒトへ
伝播したとは考えられなかった。なお本演題のよ
うなequine-like G3と記述されるヒトロタウイル
スに関しては、日本およびインドネシア以外に、
オーストラリア、ハンガリー、スペイン、ブラジ
ルから報告がある。現状において対策などは必要
ないが、equine-like G3ヒトロタウイルスについ
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て、今後も注視していく必要があると感じた演題
であった。

◯Substrate specificity of sialic acid species of 
infl uenza virus neuraminidase
（インフルエンザウイルスノイラミニダーゼのシ
アル酸分子種に対する基質特異性の解析）
Yuuki Kurebayashi (University of Shizuoka) et al.
　
インフルエンザウイルスは動物に感染する際に
糖鎖末端のシアル酸をレセプター分子として利用
する。哺乳類が持つ主なシアル酸にはN-アセチル
ノイラミン酸（Neu5Ac）とN-グリコリルノイラ
ミン酸（Neu5Gc）の２種類がある。なお馬イン
フルエンザウイルスは、NeuGcに対する結合性が
強いことが知られている。一方、インフルエンザ
ウイルスが細胞から放出される際は、ノイラミニ
ダーゼ（NA）がシアル酸を切断することによって
ウイルス放出を促進させる。しかしNAによるシア
ル酸の切断におけるNeu5AcとNeu5Gcの違いにつ
いては不明な点が多い。そこで本演題は、異なる

動物由来のインフルエンザウイルスのNAのシア
ル酸分子種に対する基質特異性の解析を行った。
ヒト、ブタ、トリ、ウマから分離されたインフ
ルエンザウイルスを用いて、ウイルスシアリダー
ゼの基質特異性を検討した。その結果、他の動物
由来のウイルスとは異なり、馬インフルエンザウ
イルスはNeu5Gcに対するシアリダーゼの反応性
が顕著に低いことが明らかとなった。馬インフル
エンザウイルスはNeu5Gcに対する結合性が強い
ことから、Neu5Gcに対するシアリダーゼ活性も
高いと予想されたため、これは意外な結果であっ
た。この結果から想像すると、細胞表面に出てき
た馬インフルエンザウイルスはうまく外へ放出さ
れず、細胞表面に多数のウイルスが存在すること
になる。実際にはウイルスは細胞外へ放出されて
いるため、ウイルスが細胞内で増えた結果細胞を
壊して無理やり外にでているのか、または他の方
法でウイルスが効率よく細胞表面から遊離してい
るのかもしれない。今後の研究の進展が期待され
る演題であった。

（根本　学）

第33回日本ストレス学会学術総会

平成29年10月21日～22日の２日間にわたり、
第33回日本ストレス学会学術総会が、「ストレス
チェック制度のその後　-科学としてのストレス
マネジメント- 」をメインテーマとして、関西福
祉科学大学において開催された。会長講演１題、
教育講演４題、シンポジウム7テーマ25題、ワー
クショップ５題、一般講演17題、市民公開講座　
２題の発表があった。以下に、印象的な演題につ
いて紹介する。

○日本における疲労の現状と客観的疲労評価法　　
倉恒弘彦（関西福祉科学大学）

長時間の作業や過度の運動を行ったときには、
誰でも「しんどい」、「だるい」などの体の疲れを
自覚する。これは、発熱や痛みなどと同様に体の
異常を知らせる大切なアラーム信号の一つであ

る。健康な人でも、このような状態の時には細胞
レベルでは酸化ストレスが蓄積し、タンパク質や
遺伝子に傷がつくなどの変化が生じている。ヒト
は、これを疲労感として自覚することにより、休
息を取り、健康状態を維持することができている。
近年、過労や睡眠不足、あるいはさまざまな生
活環境ストレスによる負荷が続くことで慢性的に
疲労が蓄積し、身体的な疲労はもちろん、精神的
にもやる気が起きないなどの症状を訴えて病院を
受診してくる患者が増えてきた。一般地域住民
4,000名を対象にした疲労疫学調査では、約４割
のヒトが慢性的な疲労を自覚しており、その半数
ちかくが疲労のために日常生活や社会生活におい
て支障をきたしていることが明らかになっている。
医療機関を受診している患者2,180名のアン
ケート調査でも、45％の患者が半年以上持続す
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る慢性疲労を自覚していたが、医師が病名を特定
できたのは４割に過ぎず、残りは過労や原因不明
の慢性疲労と診断されていた。従って、原因が明
らかでない慢性的な疲労は、21世紀の社会が克
服していく必要のある重要な課題の一つになって
きている。しかし、これまでは疲労の評価は主に
主観的な自覚症状に基づいて行われていたため、
客観的な評価が難しく、科学的な検証法の確立が
強く望まれていた。
本講演では、まず日本における疲労の実態が
紹介された。演者が疲労研究に携わったのは、
1990年に慢性疲労症候群の日本における最初の
症例に遭遇したことがきっかけである。日本人は
疲れを感じやすい民族で、普通の人は一晩寝れば
疲労は回復するが、疲労を感じた人の1/3は疲労
が継続・蓄積する。その経済的損失は、１年間で、
約１兆2000億円（労働力として4000億円、医療
費として8000億円）と見込まれている。また疲
労の客観的数値化研究の必要性から、最近明らか
になってきた疲労評価法として幾つかの成果を報
告した。１つは、加速度センサーを用いた睡眠の
評価。２つ目は、心電図・脈拍数・血中酸素状態
を同時に計測できるバイタルセンサーを使った評
価。３つ目は、酸化ストレスを指標とした疲労の
評価。４つ目は、疲労時にヘルペスウイルスの６
型のウイルス量が増加するというものなどであっ
た。亜急性の疲労と慢性の疲労では、酸化ストレ
スと抗酸化能の値に違いが見られ、疲労の差別化
ができる可能性について言及したが、競走馬にも
十分応用可能であると考えられた。

○笑いとストレス～こころと身体を癒す笑いの効
果～

大平哲也（福島県立医科大学）
昔から「笑う門には福来る」と言われているよ
うに、笑うことは心や身体によい影響を与えると
いうことが経験的に知られてきた。笑いは「ハハ
ハ」という特長的な発声と笑い顔が組み合わさっ
たものであり、感情ではなく行動である。また、
笑いは性、年齢によって頻度が異なっており（一
般に、男性よりも女性、老人よりも若者の方が笑
いの頻度は高い）、ストレスの影響を受けること

が知られている。
笑いと健康に関する研究は、1970年代のノー
マン・カズンズ氏による自分自身の経験報告にさ
かのぼる。強直性脊椎炎と診断されたカズンズ氏
は、発症にストレスが関与していたことに気づき、
ストレス緩和の方法として笑いを取り入れた治療
を開始し、数ヶ月後には元の職場に復帰できるま
でに回復した。それ以降、関節リウマチの痛みの
改善やアレルギー反応の改善、ナチュラルキラー
細胞（NK細胞）活性を高める作用やストレスホ
ルモンであるコルチゾールを低下させる作用など
が報告されてきた。また、コルチゾールはステロ
イドホルモンの一種であることから、その作用と
して中心性（内臓脂肪型）肥満を介した高血圧、
高血糖、消化性潰瘍、認知症などとの関連が知ら
れており、笑うことによって生活習慣病や認知症
を予防できる可能性が指摘されるようになってき
た。
演者らは地域住民を対象とした疫学研究におい
て、日常生活における笑いの頻度が少ない者ほど
糖尿病を有するリスクが高くなること、そして笑
いの頻度が少ない者ほど将来的に糖尿病になる確
率が高いことを明らかにしてきた。さらに、糖尿
病を有する者に笑いを増やすための健康教室を開
催した結果、通常の糖尿病治療のみを受けている
者に比べて、健康教室に参加した者においてより
糖尿病のコントロールがよくなることが明らかに
なった。それでは笑いはどのように介入できるの
であろうか？ 地域住民を調査した結果、笑いは、
家族と友人と話をしている時に最も多くなり、人
と人との繋がりが多いほど増えることがわかって
いる。また、野菜を食べることや歩くことなどの
生活習慣も関連することがわかってきた。さらに、
笑いヨガ（laughter yoga）など、笑いを組み合
わせた体操と呼吸法が注目され、国内外で無作為
研究によりその効果が検討されるようになってき
た。笑いには有酸素運動効果とストレス解消効果
があり、笑いを用いた介入はストレス関連疾患お
よび生活習慣病に有用と考えられる。従って、将
来的には薬物療法の補助的な治療として笑い療法
が処方される日が来ることも期待される。

（石田信繁）
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第25回日本消化器関連学会

平成29年10月12から13日に福岡国際センター
および福岡国際会議場で開催された第25回日本
消化器関連学会に参加したので、その概要を報告
します。

日本消化器関連学会は、日本消化器病学会、日
本消化器内視鏡学会、日本肝臓学会、日本消化器
外科学会および日本消化器がん検診学会の５つの
学会による合同学術集会である。消化器関連にお
いて最大規模の学会であり、二万人程度が毎年参
加している。発表演題の質を高めるために採択率
を85％に限定しているようであるが、それでも
主演題が742題、一般演題が2778題であり、多
岐にわたる内容が報告された。本学会において特
徴的であったことは、ワークショップと呼ばれる
セッションが多かったことである。ワークショッ
プでは、設定されたテーマに関して、研究者や臨
床医師および、その他の医療従事者がそれぞれの
立場で現状の課題や取り組みを報告する内容で
あった。設定テーマに対する課題を明瞭にし、整
理する利点があり、その分野の専門家らが、解決
に向けた手法や方向性を模索するように議論して
いた。ワークショップでまとまった結論が完璧な
正解ではないものの、その方向性に向けてガイド
ラインを制定し、データを積み重ねることが重要
だということが強調されていた。
以下に、興味深かった二つの演題に関して、そ
の概要を報告する。

○大腸癌スクリーニングに対する大腸カプセル内
視鏡検査（CCE）の有用性の検討

中路幸之助（中江病院）
演者らは、大腸癌スクリーニング検査とし
ての大腸カプセル内視鏡検査（Colon capsule 
endoscopy : CCE）の有用性を検討した。スクリー
ニング検査の対象としたのは、122名の同意が得
られた患者であり、CCEで病変（ポリープ病変）
を認めた症例に対しては、３ヶ月以内に全大腸内

視鏡検査も実施した。CCEの前処置として、前日
に高張クエン酸マグネシウム溶液の内服、および
当日にポリエチレングリコール製剤による腸管洗
浄を実施した。演者らが今回の調査研究に使用
した大腸カプセルはPillCamColon2（Medtronic.
Inc）であった。CCE動画の読影は、読影支援技師
が一次読影をし、次に指導医が確認する方法で実
施されたとのこと。
結果として、患者の内訳は男性56名、女性66名、
年齢が23～89歳、平均年齢が63.8歳±14.4歳で
あった。スクリーニング検査を受診したきっかけ
は、症例によって異なり、便潜血が27名、アラー
ムサインとよばれる所見の存在が74名、その他
が21名であった。ポリープ病変を認めた患者は
64名（52％）であり、総ポリープ病変数は119
個であったとのこと。病変として、6㎜ 以上のポ
リープは60個（50％）であり、そのうち10㎜ 以
上のポリープは17個（28％）であった。大腸癌
は4例（全症例中３％）に認められ、そのうち腺
腫内癌３例であった。治療として、内視鏡的切除
が実施された数は55病変であり、手術が実施さ
れたのは１病変とのこと。病理組織学的分類の結
果、腺腫が40例（73％）、過形成が11例（20％）、
腺癌が４例（７％）であった。全体におけるCCE
の陽性適中率は96% 、陰性的中率は100%であっ
た。CCEによる有害事象は認めなかった。
演者らは、CCE は大腸癌疑い患者において良好
な精度を示したことから、大腸癌スクリーニング
法として有用であることを示した。
近年、カプセル内視鏡は小型化が進むとともに、
電池容量の拡大による撮影記録時間の延長、カメ
ラの改良による画像の鮮明化が可能となった。ま
た、カプセル本体と体表に貼り付ける画像受信機
間の通信も安定し、高い精度で連続画像を受信で
きるようになった。ヒトと比較して、体が大きく、
腸管が著しく長いウマに対する適応に関しては、
まだまだ改良すべき点が多く残されており、適応
の可否については不明である。しかしながら、健
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康なウマにカプセル内視鏡を投与することができ
れば、生体のまま腸管の内部構造を確認すること
ができ、腸管蠕動を明らかにすることができると
考えられる。正常な状態を知ることができれば、
次段階として、便秘や下痢、腸炎発症例における
腸管内部構造の変化（病変）が明らかになるであ
ろう。その他、寄生虫の存在や、開腹手術後にお
ける腸管接合部の修復評価などに利用できると考
えられる。
ヒト医療では、大腸癌のスクリーニング検査と
して、カプセル内視鏡の需要がますます高まると
予想されている。そのため、今後もカプセル内視
鏡の改良が期待される。

○新しい細径経鼻スコープ（Y0086）による胃ス
クリーニングにおける有用性の検討

柳澤京介（東京医科大学） 
演者らによると、胃癌検診には内視鏡検査が推
奨されており、内視鏡によるスクリーニング検査
の重要性が増しているとのことであった。そうし
た背景を踏まえ、演者らは新しくスクリーニング
用に開発された細径経鼻スコープ（Y0086）の有
用性について検討した。Y0086はハイビジョン画
像であり、光量が増強されている。また、血液中
のヘモグロビンが吸収しやすい特殊な光を用いる
Narrow Band Imaging（NBI）技術も装備されて
いる。演者らの主目的は、白色光とNBIを併用し
得られる画像を用いた質的診断の有用性について
検討することであった。
本調査における対象症例は、Y0086を用いて連
続して観察した101例の患者である。その平均年
齢は、68.2±12.1才であり、男女比は2.1：１であっ
た。対象症例において、陥凹性病変が23例（胃癌：
２例、良性びらん：21例）、隆起性病変が19例（胃
癌：２例，ポリープ：17例）、それぞれ認められた。
白色光単独、および白色光とNBI併用近接観察の
それぞれにおいて、病変の腫瘍・非腫瘍の鑑別を
実施した。その際に、白色光では通常の診断方法
を用いた。NBI併用近接観察では、粘膜構造パター

ンをⅠ；無構造、Ⅱ；明らかな不揃い・不整、Ⅲ；
ほぼ正常・均一の３段階に分類し、ⅠとⅡは悪性、
Ⅲは良性と評価した。
その結果、陥凹性病変における白色光単独の感
度は100％、特異度も100％であった。NBI併用
近接観察では、感度が71.4％、特異度が85.7％
であった。一方、隆起性病変では、白色光単独
の感度と特異度がともに50％であったが、NBI併
用近接観察では感度が94.1％、特異度が100％で
あった。
考察において、演者らは①Y0086は直径が細く
患者への負担が少なかった点、および②対象病変
によっては、NBI併用近接観察を用いた質的診断
が胃癌スクリーニングにおいて有用であった点を
強調し、癌検診における生検を減らすことができ
る新しいツールとして期待していることを示した。
発表後の質疑応答において、新しい内視鏡を導
入したことによって、最も有益だったことは何か、
という趣旨の質問があった。演者らは、本演題で
は学会という観点があったため、NBIによる診断
性能の向上を主題としたが、本装置の導入によっ
て最も良かったことは、胃癌スクリーニング検査
の検査率向上であったと応じた。患者負担が軽減
している事実が口コミで広がり、結果として地域
内における検診受診率の向上、および早期癌の発
見につながったらしい。また、内視鏡を操作する
医師にとっても、先端が細くなったことによって、
精緻な操作が可能になり、正確な診断および検査
時間の短縮が可能になったとのことであった。
ウマ獣医療においても、先端径が細い内視鏡は
ウマの負担軽減につながると考えられる。また、
内視鏡操作が容易になれば、検査時間を短縮でき
る可能性もある。NBI技術は、血管や粘膜の状態
を詳細に評価することが可能であるため、咽喉頭
部における異状の有無を従来の内視鏡よりも正確
に評価できるものと考えられるが、実際の臨床応
用に至るまでには、対象疾病の選定やカットオフ
の設定など、複数の調査研究が必要であろう。

（田村周久）
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第９回多血小板血漿（PRP）療法研究会

平成29年11月12日にホテルマイステイズ新大
阪コンファレンスセンター（大阪府）にて開催さ
れた第９回多血小板血漿（PRP）療法研究会に参
加したので、その概要を報告します。
本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治
療法や基礎研究の成績について、主に歯科口腔外
科、整形外科、形成外科、美容外科の専門家が横
断的に情報交換できる場として2009年より開催
されている。最近では海外でも本研究会の存在が
知られるようになり、今回は中国・香港・ベラルー
シといった国と地域でのPRP治療の現状が報告さ
れた。以下に、発表演題および興味深い教育講演
の内容を示す。

◯ウマ多血小板血漿（PRP）から効率的にサイト
カイン（PDGF）を得る活性化方法の検討

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
ウマPRPに自己血清＋Ca添加法と凍結融解法で
活性化処理を行い、最も高濃度のサイトカイン
（PDGF-BB）が得られる条件を検討した。（実験１）
２回遠心法によりウマ自己血由来PRPを作製し、
自己血清＋Ca添加法および１回凍結融解法によ
る活性化処理を行った。自己血清＋Ca添加によっ
てゲル化したPRPについては、ゲルを遠心して得
られた上清およびゲル沈渣抽出液についてPDGF-
BB濃度を測定後合算し、凍結融解処理したPRPで
はそのまま濃度を測定した。（実験２）先の実験
同様に作製したウマPRPに１回から４回までの凍
結融解処理を行ってPDGF-BB濃度を比較した。
両活性化方法で得られたPDGF-BB濃度は、活性
化を行っていないPRP中の濃度に比べて有意に高
く、方法の違いによる濃度差は認められなかった。
また、PDGF-BB濃度は１回に比べ、２回および４
回凍結融解した場合に有意に高値を認めた。一方、
２～４回群間に差は認められなかった。これらの
結果から、PRPの活性化は、２回凍結融解法が簡
便で高濃度のPDGFが得られる活性化方法である
と考えられた。

我々はin vitroやin vivoにおけるPRP中の高濃度
のサイトカインが周囲組織に及ぼす影響を調査し
てきた。そういった中で、２回凍結融解をさせる
ことで安定して高濃度のサイトカインが得られる
可能性を示した。ところが、ヒト臨床の現場レベ
ルの考え方としては、あまりにも過度の活性化処
理を行うことにより、組織再生に悪影響を与える
物質（MMP-3、9、IL-1βなど）がPRP中に多量
に放出されてしまうことを恐れて、活性化させて
いないPRPを使用することも多いそうである。実
際、白血球を多く含むPRPではMMPのような物
質も濃縮されてしまうという報告が散見されてい
る。ただし、ウマの腱に対するPRP投与に関する
研究では、組織再生にプラスとなる物質の効果が
マイナスとなる物質の効果を上回るという報告も
あり、ウマ臨床に関して言えば、活性化させて投
与する方が現実的かもしれない。また、ヒトでは
カルシウムによる活性化を行ったPRPを投与する
ことで、余剰のカルシウムによって投与部位周辺
に石灰沈着が生じてしまう場合があるそうであ
る。ウマでもそういった副作用が生じないことを
確認しながら使用していくことが重要であると考
えられた。

◯血小板－細菌凝集反応時の殺菌作用と生体制御
碓井之雄（聖マリアンナ医科大学）

血小板は細菌、真菌、ウイルスおよびその他
微生物と反応して血小板凝集反応を引き起こす
ことが知られている。一方、血小板の殺菌作用
についての研究が古くから行われており、血小
板由来の耐熱性殺菌物質β-lysinが知られてい
る。最近では血小板由来の殺菌物質として、① 
Platelet factor 4（PF-4）、② RANTES（CCL5）、
③ Platelet basic protein（PBP: CXCL7） と、 そ
のタンパク分解産物であるCTAP-3、NAP-2、④ 
Thymosinβ-4（Tβ-4）、⑤ Fibrinopeptide A 、
B（FP-A 、FP-B）が報告された。これにより、
血小板は微生物の侵入を感知するとその感染部位
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に迅速に集まり、侵入微生物と凝集反応を介して
微生物を傷害または殺菌する。同時に、血小板は
PF-4、RANTES 、PBPなどの殺菌物質とともにケ
モカイン作用の物質（Kinocidin）の放出により
白血球を集蔟させ、白血球と相互作用しながら相
乗的に抗微生物作用を増強すると考えられてい
る。近年、PRPの感染を伴う難治性皮膚潰瘍症例

への使用効果が注目されているが、こういった抗
微生物作用が影響している可能性が考えられてい
る。PRPは活性化させて使用した方が殺菌物質も
多く遊離し、殺菌能力が高まるとも考えられてい
て、活性化PRPの持つ利点のひとつであると考え
られた。

（福田健太郎）
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