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 はじめに
サラブレッドの身体は４歳の秋には完成し、走
能力はピークを迎えるといわれてきた。成長の完
了する時期を骨の骨端閉鎖時期から見ると、最も
遅い椎骨棘突起の骨端は５歳に閉鎖するとされて
おり［２］、走能力がピークとなるタイミングと
ほぼ一致する。一方、競走における負担重量は、
基本的には性別および年齢によって定められてい
るが、JRA平地競走においては、同一の性別グルー
プで見た場合、距離にもよるが４歳の４月からは
年齢に関連した減量がなくなり、５歳以上の馬と
同じ負担重量で競走を行っている。また、サラブ
レッドにおける年齢別の走能力を比較した米国に
おける先行研究では、４歳で最も走能力が高くな
ると報告されている［３］。さらに、ブラジルや

研究レポート

サラブレッド競走馬における
平均走速度への年齢の影響

高橋敏之1）

要旨

サラブレッドの走能力は４歳から５歳の間にピークを迎えるといわれてきた。しかし、月や季節ご
とのような詳細な速度データは報告されていない。そこで、JRA主催の平地芝またはダート競走にお
いて、各距離における出走馬の平均走速度を月ごとに算出し、加齢による変化を観察した。
調査対象は、2002年１月から2010年の12月までのJRA主催平地競走とした。各距離における各出
走馬の走速度は、競走距離を走破タイムで除したものとした。各距離において各年齢、各月における
延べ出走馬頭数が30頭以上のときに、平均走速度を算出した。各距離、各性別に共通して平均走速度は、
４歳の前半までは上昇が続いた。この時期までは、成長に伴い負担重量も増加するが、その影響は成
長をしのぐものではないと考えられた。４歳夏以降に加齢に伴う平均走速度の低下は見られなかった。
これは、走能力が低下したと判断されたウマは引退することやハンデキャップ競走および別定競走に
おける負担重量の調節が、加齢による走速度の低下を抑制していた可能性が考えられた。

1）Takahashi Toshiyuki：競走馬総合研究所
この研究レポートは、J. Equine Sci. 2015. 26（2）: 43-48に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

過去のJRAにおける報告では、それぞれ４歳およ
び５歳に、最も走速度が速くなることが報告され
ている［５， ６］。しかし、これらの研究では、
年齢ごとの走速度を計算しているのみで、月や季
節ごとのような詳細データは報告されていない。
また、米国における研究では［３］、競馬場や馬
場状態の相違を考慮したBeyer指数により評価さ
れているが、実際の速度については報告されてい
ない。そこで、JRAの平地芝またはダート競走に
おいて、各距離における出走馬の平均走速度を月
ごとに算出し、成長および加齢による変化を観察
した。

材料および方法
調査対象は、2002年１月から2010年の12月ま
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でのJRA主催平地競走とした。調査対象距離は、
芝またはダート競走において延べ出走頭数の多
い上位５競走とした。走速度に関連する馬場状態
は、成長による走行速度の変化を観察するために
該当する競走数の最も多い良馬場のみを調査対象
とした。JRAの競走馬では、セン馬の割合が少な
いためにオスに含め、性別は、オスおよびセン馬、
メスに分けて集計した。各距離における各出走馬
の走速度は、競走距離を走破タイムで除したもの
とした。各出走馬の走破タイムは、記録された映
像により10分の１秒単位で計測した。対象とな
る距離の各年齢、各月における延べ出走馬頭数が
30頭以上のときに、平均走速度を算出した。また、
調査対象となる芝またはダート競走への出走馬の
負担重量を性別ごとに集計し、各年齢、各月の延
べ頭数が30頭以上のときに、平均値を算出した。
また、調査対象となる競走への各年齢、各月ごと
の延べ出走馬頭数を芝またはダート競走に分け
て、性別ごとに集計した。

結果
調査期間中に延べ出走頭数が多かった上位５つ
の競走は、芝競走では、多い順に1,200 m、1,800 
m、2,000 m、1,600 m、1,400 m（表１）、ダー
ト競走では、多い順に1,200 m、1,800 m、1,700 
m 、1,400 m 、1,000 mであった（表２）。出走

馬における、オスおよびセン馬とメスとの比率
は、芝およびダート競走において、短距離の競走
ではほぼ同等であったが、距離延長に伴って、オ
スおよびセン馬の占める割合が高くなり、芝競走
の2,000 mおよびダート競走の1,800 mでは、メ
スの２倍以上となっていた（表１および２）。芝
およびダート競走において、セン馬の割合は、そ
れぞれ2.7 %および2.8 %であった。そのため、オ
スおよびセン馬の群では、セン馬の影響は少ない
と考えられた。
芝およびダート競走において、各距離に共通し
て見られる成長および加齢による平均走速度変化
の特徴は、オスおよびセン馬、メスの各群ともに
３歳の２月前後までは、成長に伴い上昇が見られ
るものの、その変化が緩やかなことであった（図
１および２、上、中段）。その後、３歳３月から
９月までは、各距離における平均走速度は継続し

表１　平地芝競走、良馬場における競走距離およ
び性別ごとの延べ出走頭数

図１　芝競走、良馬場における性別（オスおよび
セン馬；上段、メス；中段）、競走距離ご
との年齢および月別平均走速度、平均負担
重量および調査対象競走への延べ出走頭数
（下段）（2002-2010）

表２　平地ダート競走、良馬場における競走距離
および性別ごとの延べ出走頭数
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て上昇し、３歳10月から11月ごろに急速な上昇
が見られることが多かった。さらに、平均走速度
は、３歳10月以降も４歳の前半までは上昇が続
き、それ以降は変動があるもののほぼ一定の値を
維持していた。
芝およびダート馬場における負担重量は、オス
およびセン馬では３歳前半まで平均負担重量が増
加していた（図１および２、下段）。３歳６月か
らは、平均負担重量はオスおよびセン馬、メスと
もに低下したが、３歳12月からは増加に転じ、
４歳６月から８月にはピークに達した。
それぞれの性別、距離および馬場の種類におけ
る出走頭数は２歳から増加し、３歳の10月には
急速に低下した（図１および２、下段）。

考察
調査した芝およびダート競走におけるサラブ
レッドの平均走速度は３歳の２月までゆっくりと
上昇した（図１および２、上、中段）。この理由

としては、負担重量の増加が平均走速度の上昇を
抑制している可能性が考えられる［４］。JRAで
は表３のように、成長に伴ってオスおよびセン馬
の負担重量を増加させる。その結果、図１および
２の下段グラフのように、３歳前半までのオスお
よびセン馬では平均負担重量が増加していた。し
かし、この時期まで負担重量に変化がないメスに
おいても平均走速度の上昇が緩やかであったこと
から、負担重量の増加が成長による平均走速度の
上昇を抑制している可能性は低いと考えられた
（表３、図１および２、下段）。他に考えられる要
因としては、新馬が次々にデビューし、出走馬の
構成が変化することが影響している可能性が考え
られる。図１および２の下段グラフの各年齢、各
月における延べ出走頭数を見ると、２歳では月が
進むにつれて出走頭数が大きく増加していること
が分かる。そのため、すでにデビューして、ト
レーニングにより走速度が速くなっていくウマよ
りも、トレーニング量が少ない新馬が多く出走し
ているため平均走速度の上昇が緩やかだったと考
えられた。
その後、３歳３月から９月までは、各距離にお
ける平均走速度は継続して上昇した（図１およ
び２、上、中段）。３歳６月からは、４歳以上の
古馬との混合戦が開始され、別定戦では３歳馬に
は減量があるため平均負担重量はオスおよびセン
馬、メスともに低下するが（図１および２、下段）、
平均走速度には減量に関連した大幅な上昇は認め
られなかった。そのため、この時期は負担重量の
変化よりも、成長による平均走能力の増加の影響
が大きいのではないかと考えられた。
芝およびダート競走の各距離において、３歳
10月から11月ごろに走速度の急速な上昇が見ら
れることが多かった（図１および２、上、中段）。
この時期には、最も能力が低い未勝利馬のみを対
象とした競走がなくなる。そのため、多くの未勝

図２　ダート競走、良馬場における性別（オスお
よびセン馬；上段、メス；中段）、競走距
離ごとの年齢および月別平均走速度、平均
負担重量および調査対象競走への延べ出走
頭数（下段）（2002-2010）

表３　馬齢および負担重量

図 ダート競走、良馬場における性別（オスおよびセン馬；上段、メス；中段）、

競走距離ごとの年齢および月別平均走速度、平均負担重量および調査対象競走への

延べ出走頭数（下段）（ ）
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利馬は引退し、３歳10月以降には、芝およびダー
ト競走ともに、３歳馬の出走頭数が大きく減少す
ることが図１および２の下段グラフから読み取れ
る。そのため、走能力の高いウマのみが残されて、
平均走速度が上昇したと考えられた。
さらに、平均走速度は、３歳10月以降も４歳
の前半までは上昇が続いた。この時期は、古馬混
合の別定戦における負担重量の減量が段階的に少
なくなって行くため、平均負担重量は増加してい
る（図１および２、下段）。しかし、この時期に
おいても負担重量の増加による平均走速度上昇の
抑制は見られず、成長による走能力の増加の影響
が大きいのではないかと考えられた。これ以降の
平均走速度は、変動があるもののほぼ一定の値を
維持していた。Beyerスピード指数を用いて、主
にセン馬のサラブレッドの走能力に対する年齢の
影響を評価した米国の報告では、実年齢で4.25
から4.75歳にかけて能力はピークを迎えていた
［３］。ウマは、北半球では、主に３月から４月に
かけて出産するため、実年齢の4.25から4.75歳で
は、出走する月は４歳の６月から12月となり、
今回の結果と一致する。また、ブラジルにおける
サラブレッドでは４歳において［５］、ドイツの
トロッターでは４歳から６歳において［１］、Ｊ
ＲＡにおける過去の研究では５歳において、最も
速い平均走速度を記録しており［６］、今回の結
果と一致していた。また、別定戦における負担重
量の減量は、距離に応じて４歳の１月から３月に
なくなり、平均走速度がピークを迎えるタイミン
グとほぼ一致していた。
今回の結果では、平均走速度がピークを迎えた
４歳前半以降に加齢に伴う平均走速度の低下は見
られなかった（図１および２、上、中段）。米国
の報告では、Beyerスピード指数による走能力は
ピークに達した後に緩やかに低下していた［３］。
この報告では、数年にわたって出走した記録があ
る馬を対象として選んでいた。しかし、今回の報
告では、対象期間内に調査対象競走へ出走した全
馬を対象にしているため、競馬において走能力が
低下したと判断されたウマは、引退していると考
えられる。そのため、走能力の維持されている馬
だけが残存している可能性が高く、集団としてみ

た場合に平均走速度が低下しなかった可能性が考
えられる。また、平均負担重量を見ると、オスお
よびセン馬、メスともに平均走速度がピークを迎
えた４歳後半以降から徐々に低下していることが
分かる。このような平均負担重量の低下は、ハン
デキャップ競走では、走能力が低い馬にはハンデ
キャッパーが負担重量を軽くし、また、別定競走
では規定が働き、走能力が高い馬は負担重量が重
くなり、相対的に走能力が低い馬の負担重量は軽
くなるために見られる現象であると考えられる。
このような負担重量の調節が、集団としてみた時
に、加齢による走速度の低下を抑制していた可能
性がある。
芝およびダート競走において、距離ごとの平均
走速度を見ると、芝競走では、オスおよびセン
馬、メスの両群ともに、最も短い1,200 mにおい
て最も速い月が多く、最も長い2,000 mにおいて
最も遅い月が多かった。しかし、ダート競走で
は、オスおよびセン馬、メスの各群ともに、最も
短い1,000 mにおいて最も速い月が多いが、1,200 
mおよび1,400 mでも1,000 mに近い速度である
月も多く、距離の影響は顕著に見られなかった。
最も長い1,800 mにおいて最も遅い月が多かった
が、1,700 mにおける平均速度との相違は顕著で
はなかった。これらのことから、芝競走において
は距離延長にともない、平均走速度の低下が見ら
れるが、ダート競走では距離延長の影響は小さい
と考えられた。この理由としては、芝競走はダー
ト競走と比較して最高速度が速く（速度の上昇が
止まる4歳半ば以降、芝競走は1,200 mにおいて
約17.2 m/s 、ダート競走は距離の短い1,000 mで
も約16.5 m/s）、ダート競走では馬場の特性によ
り最高速度が抑えられていることが影響している
可能性が考えられた。また、ダート競走の1,200
ｍおよび1,400 mでは、一部の競馬場において
100 m程度の芝区間を走るポケットの位置からス
タートする場合があるため、これらの距離では
平均走速度が1,000 mに近づいていた可能性があ
る。しかし、同様にポケットスタートが一部コー
スにある1,200ｍと1,400 mでも、200 mの距離
延長による速度の低下は顕著ではなかったことか
ら、ダート競走では距離延長による平均走速度へ
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の影響は小さいと考えられた。
芝競走では、調査対象となった５つの距離は、
各200 m間隔であるが、1,600 mと1,800 mでは
平均走速度の差が他の距離間の差よりも大きかっ
た。JRAの競馬場では、1,600 mまでの距離は、ゴー
ルするまでに２つのコーナーを曲がり、1,800 m
および2,000 mでは４つのコーナーを曲がる場合
が多い。コーナーでは直線よりも減速すると考え
られるため［８］、コーナーを曲がる回数が多い
ために平均速度が低下したと考えられた。ダート
競走でも同様に1,400 mまでは、ゴールするまで
に２つのコーナーを曲がり、1,700 mおよび1,800 
mでは４つのコーナーを曲がる場合が多い。1,400 
mと1,700 mでは、300 mの距離差があるが、平
均走速度の低下は1,000 mと1,400 m の距離差に
よる速度低下よりも大きかった。そのため、ダー
ト競走においても、芝競走と同様にコーナーを曲
がることによる速度低下が見られたと考えられた。
また、1,400 mと1,800 mにおける平均速度を
比較すると、芝競走では、それぞれ約17.1 m/s 、
約16.6 m/sであり、速度差は約0.5 m/sであるが、
ダート競走では、それぞれ約16.4 m/s 、約15.7 
m/sであり、速度差は約0.7 m/sであるため、ダー
ト競走のほうがその低下が大きい。さらに、ダー
ト競走では距離延長の影響が芝競走よりも少な
かったので、ダート競走に見られる、芝競走より
も大きな平均走速度の低下は、コーナーを曲がる
ことの影響がダート競走においてより強いためで
はないかと考えられた。その理由としては、JRA
では、ダートコースは、芝コースよりも内側にな
るのでコーナー半径が小さいこと［８］、また、ダー
トコースは良馬場の場合、滑りやすい可能性があ
り、コーナーでの速度を芝コースよりも落とす必
要があるのではないかと考えられた［８］。
芝およびダート競走における調査したすべての
競走距離の平均走速度は４歳の前半まで上昇して
いた。成長による平均走速度上昇に対する負担重
量の増加の影響は小さかった。４歳後半以降は変
動があるものの平均走速度はほぼ一定の値を維持
していた。負担重量の低下および能力の低い馬の
引退により平均走速度は維持されていたと推測さ
れた。
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はじめに
Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Abortusequi （馬パラチフス菌）は、馬特有の病
原体である19）。本菌によって引き起こされる「馬
パラチフス」の主な症状は流産であり、他にも化
膿性関節炎、多発性膿瘍、精巣炎、敗血症などを
引き起こす１）。本病は1983年に米国において最
初に報告されたが12）、1950年代には認められな
くなった12）。1970年代以降ではイタリア６）、ク

研究レポート

前腸間膜動脈の動脈瘤におけるSalmonella enterica 
subsp. enterica serovar Abortusequi

（馬パラチフス菌）の保菌

丹羽秀和１）・帆保誠二２）・木下優太１）・村中雅則１）*・越智章仁１）・上野孝範１）・奥河寿臣１）**・針生和久１）

片山芳也１） 

要旨

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusequi （馬パラチフス菌）は、流産を主徴とする馬
特有の病原体である。国内の馬パラチフス集団発生牧場で飼養されていた４頭の日本輓系種（４～９ヶ
月齢）が、外見的に異常は認められなかったものの、試験管凝集反応において高い凝集価（≧1:2,580）
を示したことから、馬パラチフスの保菌が疑われた。生前時に採取された血液、直腸スワブ、胸骨々
髄液からは馬パラチフス菌は検出されなかった。一方、病理解剖時には、全ての馬において普通円虫
の子虫の重度の寄生を伴う前腸間膜動脈の化膿性動脈瘤、消化管寄生虫（葉状条虫、馬回虫、馬バエ
幼虫，普通円虫）の重度の寄生、全身のリンパ節の腫脹が認められ、動脈瘤内の血栓からは多数の馬
パラチフス菌が分離された。分離された馬パラチフス菌は、いずれも単一の病原性プラスミドを保有
し、パルスフィールドゲル電気泳動では過去の国内の流行株と同一の遺伝子型を示した。これらの結
果から、前腸間膜動脈の寄生虫性動脈瘤は馬パラチフス菌の保菌部位として重要であると考えられる
こと、日本国内の馬から分離される馬パラチフス菌は互いに非常に近縁であることが明らかとなった。

１）Niwa Hidekazu, Kinoshita Yuta, Muranaka Masanori, Ochi Akihiro, Ueno Takanori, Oku Kazuomi, Hariu Kazuhisa, Katayama Yoshinari：競走馬
総合研究所
２）Hobo Seiji：鹿児島大学共同獣医学部産業動物内科学
*現　美浦トレーニング・センター
**現　栗東トレーニング・センター
※この研究レポートは、Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2016, 28(4): 440‒444に掲載された論文を和訳し、一部改編したものである。

ロアチア15）、アルゼンチン５, ７）で発生が報告さ
れている。一方、国内では近年においてもしばし
ば発生が認められている１）。
馬における馬パラチフス菌の保菌に関しては、
これまでにいくつかの報告があり２,13,16）、非常在
地域での集団発生では保菌馬が最初の感染源にな
ると考えられている２, 11, 15）。一般的にサルモネ
ラ属菌の保菌馬の診断において糞便から菌を検出
することがゴールドスタンダードであるが10）、馬
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パラチフスの発生牧場では糞便から菌が検出でき
なかったことが報告されている17）。このため、す
でに1890年代には馬パラチフス菌が分離されて
いたにもかかわらず12）、馬パラチフスにおいては
感染源の特定は困難とされ５, 15）、馬パラチフス菌
の生息環境や疫学に関しては不明な点が多い。本
論文では、馬パラチフスの非常在地域で発生した
馬パラチフスの集団発生の解析によって得られた
馬パラチフス菌の保菌部位に関する興味深い知見
を示すとともに、病理および病原学的解析を行っ
た結果を示す。

症例馬の概要
2008年10月に馬パラチフスの集団感染が発生
した岩手県内の牧場で飼養されていた９～10ヶ
月齢の日本輓系種４頭（雄３頭および雌１頭）を
調査対象とした。岩手県では、1989年以来の馬
パラチフスの発生であった。当該馬は、いずれも
2008年11月６日に馬パラチフスの血清診断法で
ある試験管凝集反応法３）において高い凝集価（≧
1:2,560）を示したことから、馬パラチフス菌の
保菌が疑われた。2008年11月28日に4頭すべて
が、より詳細な検査を行うため競走馬総合研究所
栃木支所（現競走馬総合研究所）に輸送された。
馬パラチフスの集団感染の発生中には当該馬に対
する抗菌薬の投与は行われなかった。生前時に採
取された血液、直腸スワブ、胸骨々髄液からは菌
は検出されなかった。試験管凝集反応における凝
集価は、競走馬総合研究所栃木支所への到着時に
おいても依然として高値（≧１:1,280）を示して
いた。牧場では臨床的に異常は認められなかった
との稟告であったことから、当該馬は馬パラチフ
ス菌の保菌馬と考えられた。４頭のうち１頭は、
2008年12月４日に、残りの３頭は12月９日に病
理解剖が実施された。安楽殺処置は、動物の権利
と医療倫理に関するガイドライン（日本中央競馬
会における安楽死処置ガイドライン，1999）に
従って実施した。

結果
病理解剖では、全ての馬で以下の肉眼所見が認
められた：前腸間膜動脈におけるStrongylus vul-

garis （普通円虫）の子虫（L4）の寄生を伴った化
膿性動脈瘤（Fig.１）；消化管における馬バエ幼虫、
馬回虫、葉状条虫、普通円虫の重度寄生、全身性
のリンパ節の腫脹。また、４頭中３頭で肺の左右
前葉に軽度の化膿性気管支肺炎が認められた。細
菌分離検査用材料として、五大臓器（肝臓、脾臓、
心臓、腎臓、肺）、各リンパ節（腸間膜リンパ節、
鼠径リンパ節、盲腸リンパ節、結腸リンパ節）、
腸管内容物（空腸および結腸）、パイエル板、子
宮粘膜スワブ（雌のみ）、前腸間膜動脈の血栓を
供試した。その結果、前腸間膜動脈の血栓（４頭）、
結腸リンパ節（３頭）、盲腸リンパ節（２頭）、肝
臓（２頭）、肺（１頭）、パイエル板（１頭）から
馬パラチフス菌様の菌が分離された。特に、前腸
間膜動脈の血栓からは多数の菌が検出された。他
の検査材料からは、馬パラチフスを疑う細菌は検
出されなかった。各供試馬の前腸間膜動脈の血栓
から検出された株は、いずれも市販の生化学性状
を用いた同定キット（API 20 E, ビオメリュージャ
パン, 東京）において同じコード（430450247）
が得られたが、既存のデータベース内に該当する
コードが認められず、分離株を同定することがで
きなかった。次に市販のサルモネラ血清型別用血
清（サルモネラ免疫血清「生検」，デンカ生研，
東京）を用いてKauff mann‒Whiteの抗原構造式に
従ってサルモネラの血清型を決定した。その結果、
いずれの株の抗原構造式も O 4,12:‒:e, n, xとなり 

Fig.１
前腸間膜動脈に認められた寄生虫性動脈瘤の外観（a; bar=5 
cm）および割面（b; bar=2 cm）。（a）四角で囲まれた領域は
動脈瘤の場所を示す。（b）動脈瘤は、多数の膿瘍を含む厚い
結合組織によって被包化され、動脈内の化膿性血栓にはStron-
gylus vulgaris（普通円虫）の子虫が多数認められた。黄色の
矢印はS. vulgarisの子虫、白色の矢印は膿瘍を示す。
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馬パラチフス菌と同定された。病理組織学的検索
の結果、前腸間膜動脈の血栓では多数の炎症細胞
が認められ、サルモネラのO4抗原特異的抗体（サ
ルモネラ免疫血清「生検」O4因子血清，デンカ
生研）を用いた免疫染色により、一部の炎症細胞
が馬パラチフス菌を貪食している像が確認された
（Fig.２）。

Fig.２
前腸間膜動脈の動脈瘤に形成された血栓の免疫組織学的所見。
多数の炎症細胞が集簇し、一部の細胞では馬パラチフス菌の
貪食像が認められた。抗04サルモネラ抗ウサギ血清を用いた
免疫染色。Bar=20µm。

各馬の前腸間膜動脈の血栓から分離された株につ
いて、既報14）に従ってプラスミドの抽出を行い、
0.8％のアガロースゲル（Agarose H14 “Takara”, 

Takara, 滋 賀 ）
を用いて電気泳
動を行ったとこ
ろ、いずれの株
も単一のプラス
ミドのみを保有
することが明ら
かとなった（Fig.
３）。 また、合
わ せてパルス
フィールドゲル
電気泳動（PFGE）
解析も実施した。
PFGEは、市販の
キ ッ ト（CHEF 
Genomic  DNA 
plug kit, Bio-Rad 

Japan, 東京）を
用いてDNAを抽
出した後、XbaI 
（Takara, 滋賀）
による制限酵
素 処 理、CHEF 
M a p p e r  X A 
Chiller System
（Bio-Rad Japan, 
東京）による電
気泳動を行っ
た。電気泳動は
以下の条件で実
施した。電圧：
6V/cm; 温 度：
14℃; 泳動時間：
20 h; スイッチ
ングタイム：5.3 
s （initial）～ 49.9 s; アングル：120°; ゲル（SeaKem 
Gold agarose, Lonza Rockland Inc., Rockland 、
USA）濃度：1.2 % 。得られた泳動パターンを、
国内または海外で分離された４株の参照株と比較
した。参照株の由来を以下に示す。91R: モンゴ
ル（1988）; CSA-1: クロアチア（1994）; S.abor- 
1: 釧路（1987）; Sal-243: 日高（2007）。分離株
および参照株の泳動像をFig.４に示す。本事例の
分離株は、互いに同じ泳動パターンを示すととも
に、国内で分離された参照株２株との差異も認め
られなかった。一方、モンゴル由来株とクロアチ
ア由来株とは異なっており、両株は互いに異なる
泳動パターンを示した。

考察
宿主域の狭いまたは限られた特定の血清型のサ
ルモネラ属菌（例: Typhi, Abortusovis, Typhisuis, 
Dublin, Choleraesuis, Gallinarum, and Pullorum）
は、広い宿主域を示す血清型よりも宿主が保菌状
態になりやすいことが報告されている19）。霊長類
に特異的なS. Typhiでは胆嚢、乳腺組織、乳房リ
ンパ節が９）、牛に特異的なS. Dublinでは脾マクロ
ファージが18）、鶏に特異的なS. Pullorumでは生
殖管が20）、それぞれ保菌部位として報告されてい

Fig.３
馬パラチフス菌のプラスミドプ
ロ フ ァ イ ル。Lane M: lambda lad-
ders; lane 1: R91 （ モ ン ゴ ル 由 来, 
1988）; lane 2: CSA-1 （クロアチア由
来, 1994）; lane 3: S.abor-17 （ 釧 路, 
1987）; lane 4: Sal-243 （日高, 2007）; 
lanes 5‒8: 各症例馬の寄生虫性動脈瘤
から分離された株.

Fig.４
馬パラチフス菌のパルスフィールド
ゲル電気泳動像。Lane M: lambda 
ladders; lane 1: R91 （モンゴル由来, 
1988）; lane 2: CSA-1 （クロアチア由
来, 1994）; lane 3: S.abor-17 （ 釧 路, 
1987）; lane 4: Sal-243 （日高, 2007）; 
lanes 5‒8: 各症例馬の寄生虫性動脈瘤
から分離された株.
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る。馬パラチフスの初期の研究においては、胸骨々
髄液が馬パラチフス保菌馬の生前診断に適した検
査材料として報告されているが４）、本事例では胸
骨々髄液から馬パラチフス菌は分離されなかっ
た。一方、前腸間膜動脈に形成された普通円虫の
子虫の重度寄生を伴う化膿性動脈瘤からは多数の
馬パラチフス菌が分離された。前腸間膜動脈は、
普通円虫の子虫の体内移行中の寄生部位の一つで
あり、寄生よって動脈内皮の損傷が起こると血栓
が形成される８）。本事例では、普通円虫の子虫の
寄生による動脈壁の粗造化と血栓の形成が、動脈
瘤内での馬パラチフス菌の保菌状態の確立に寄与
したと推察された。さらに、全ての症例馬で消化
管寄生虫の重度寄生が認められたことから、感染
によるストレスも保菌状態の確立を助長している
かもしれない。また、症例馬は、外見的には異常
が認められず、発症馬の流産の最終発生から今回
の病理解剖まで７週間が経過していた。これらの
結果から、前腸間膜動脈の寄生虫性動脈瘤は、不
顕性感染馬の保菌部位として重要であると考えら
れた。適切な駆虫薬の投与や健康管理による寄生
虫感染のコントロールも馬パラチフス菌の保菌を
減少させることに役立つかもしれない。
今回分離された株と過去の国内の流行株を含
むすべての国内株が、PFGEにおいて同じ泳動パ
ターンを示した。国内で分離された株は、過去に
実施されたPFGEおよびamplifi ed-fragment length 
polymorphism fi ngerprinting（AFLP）型別によっ
て互いに非常に近縁であると考えられており、馬
パラチフス流行地域の保菌馬の非流行地域への導
入によって集団感染が発生したことも報告されて
いる１）。今回の症例馬は、流産発症馬の流産胎子、
胎盤、悪露から直接的または汚染された器具や敷
料により間接的に感染したと考えられるが、流産
発症馬の移動歴に関する情報が得られなかったこ
とから、馬パラチフス菌がどのように牧場内へ侵
入したのかは明らかにすることはできなかった。
しかしながら、PFGEによる遺伝子解析により、
国内の過去の流行株と同じクローンによる集団感
染であったと考えられた。
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【はじめに】
MRI検査（磁気共鳴画像法）は、強い磁気と電
波を利用して体内の水素原子核からの信号をとら
え、断層画像を得る検査法である。診断部位に対
して横断面、矢状断面あるいは前頭断面を任意に
設定して撮影することが可能であり、組織内部の
構造を３次元的に把握できる。また、同一の撮影
断面に対してT1強調画像、T2強調画像および脂
肪抑制（STIR）画像など異なる条件を設定し、得
られた画像を比較することで、組織内部の構造や
異常を詳しく評価できる特徴を有する。
馬のMRI検査は1997年に英国において全身麻
酔下で実施する高磁場MRI装置が開発されて以
降、欧米の診療施設を中心に導入が進んでいる。
この高磁場MRI装置は、跛行の原因が特定されて
いない馬に対して全身麻酔下で検査を実施するた
め、倒馬や起立の際に原因疾患を悪化させる危険
性が指摘されている。これに対し、2002年に英
国で開発されたHallmarq Equine Limbscanner®
は、撮影部位を下肢部に限定したことから、鎮静
処置のみで簡便かつ安全に検査を実施できる（図
１）。この装置は0.27テスラの永久磁石を用いた

研究ノート

競走馬の下肢部疾病に対する馬用立位MRI検査

美浦トレーニング・センター　競走馬診療所　溝部文彬

比較的低い磁場強度を有するオープンガントリー
式のMRI装置である。2017年５月現在、世界
の90ヶ所以上の診療施設で導入され、様々な年
齢、品種や用途（競走・競技）の馬に対し、年間
5,000件以上の検査が実施されている。この装置
は2013年12月、日本で初めて栗東トレーニング・
センター（TC）に設置され、2014年２月より競
走馬に対する検査が開始された。今回、TCにお
いて主たる撮影対象となるサラブレッド種競走馬
の下肢部疾病に対し、立位MRI装置を用いた診断
を実施して得られた知見について、その概要を報
告する。

【立位MRI検査の流れ】
検査の際にはMRI画像に干渉しうる金属物とし
て蹄鉄を除去する（患肢および対側肢）。次に、
鎮静薬を静脈内投与し、検査室に移動する。頭絡
やハミなどはつけ替える必要はない。撮影中は適
宜鎮静薬を追加静脈内投与し、鎮静状態を維持す
る。栗東TCにおいては、操作者の鎮静技術の習
熟に伴い、体動の影響を受け易い近位部や後肢の
検査も可能となった。撮影部位を絞り込むため、
検査に先立ち、局所麻酔薬を用いて診断麻酔を実
施する場合もある。

【立位MRI検査症例】
（1）繋部の腱・靭帯群を評価した例
重賞競走出走後から左前繋部掌内側面の腫脹が
続き、超音波検査にて屈腱腱鞘液の増量を認めた。
精査のため、第４病日に立位MRI検査を実施した
ところ、内側斜種子骨靭帯の近位部において実質
の腫大ならびに高信号を認め、斜種子骨靭帯炎と図１　立位MRI検査の様子
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診断した（図２）。放牧休養後、約５ヵ月後の重
賞競走において復帰を果たした。

（2）繋部の腱・靭帯群を評価した例
調教後に右前繋部掌側面の腫脹・帯熱を認め、
第3病日に超音波検査並びに立位MRI検査を実施
した。超音波検査では浅指屈腱内側分枝の中位部
において低エコー像を認め、遠位部では不明瞭で
あった（図３）。一方、立位MRI検査においては、
浅指屈腱内側分枝の中位～遠位部において明瞭な
高信号を認めた（図４）。その後、馬主の意向によっ
て中央登録を抹消した。

（3）蹄部の腱・靭帯群を評価した例
以前より間欠的な左前歩様違和を呈し、掌側指
神経の診断麻酔から蹄部の異常が疑われていた。
立位MRI検査においては、 嚢直下の深指屈腱外
側部に明瞭な高信号を認めた（図５）。放牧休養後、
約３ヶ月後に競走復帰したが、２走したところで
再び跛行を呈したため、引退した。

図５　症例３の蹄部立位MRI検査所見（T2強調画像）

（4）蹄部の膿瘍を評価した例
調教後に左前跛行を呈し、指動脈の強勢および
蹄底の鉗圧痛を認めた。X線検査においては、異
常所見を認めなかった。第２病日に立位MRI検査
を実施したところ、１週前の踏創既往部であった
内側蹄底部に高信号を認めた（図６）。検査後、
同部を穿孔したところ排膿を認め（図７）、歩様

図２　症例１の第４病日の繋部立位MRI検査所見
（T2強調画像）

図３　症例２の第３病日の繋部の超音波検査所見
図６　症例４の第２病日の蹄部立位MRI検査所見

（T2強調画像）

図４　症例２の第３病日の繋部立位MRI検査所見
（T2強調画像）

図７　症例４の蹄底穿孔時の写真
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も徐々に良化した。

（5）球節部の微細骨折を評価した例
調教後に右前跛行を呈し、球節の腫脹および触
診痛を認めた。X線検査においては、異常所見を
認めなかった。第４病日に立位MRI検査を実施し
たところ、第１指骨に特徴的な画像所見（BMO
型信号変化）を認めた（図８）。第29病日におけ
るX線検査において、第1指骨の矢状骨折様陰影
と近位背側面の骨膜増生所見を確認した（図９）。
中央登録抹消後、およそ４ヶ月半後に地方競馬に
て競走復帰した。

図８　症例５の第４病日の球節部立位MRI検査所
見（左からT1、T2強調、STIR画像）

図９　症例５の第29病日の球節部X線検査所見

（6）腕節構成骨の微細骨折を評価した例
出走後に右前跛行を呈し、腕節部の腫脹を認め
た。第４病日に手根間関節の診断麻酔を実施した
ところ、歩様の改善が認められた。そこで、第５
病日に立位MRI検査を実施したところ、第３手根
骨近位関節面内側に線状の高信号を認めた（図
10）。その後、馬主の意向によって中央登録を抹
消した。

 

【2014年２月～2017年12月における栗東TCでの
立位MRI検査成績】
１．競走馬検査実頭数は207頭
（2014年：20頭、2015年：59頭、2016年：75頭、
2017年：53頭）
２．部位別では、繋・球節部が最も多く92頭
３．検査費用は１肢につき50,000円（鎮静等の
薬価や処置料は別途）

【まとめ】
繋部中位以下の靭帯群は、超音波検査による描
出が必ずしも容易ではなく、特に損傷が軽度な
症例においては、超音波検査単独による正確な
評価が困難な場合がある。立位MRI検査において
は、靭帯実質の損傷の有無およびその損傷範囲を
明瞭に描出することできる。競走馬において慢性
の跛行の原因となる種子骨靭帯炎については、立
位MRI検査によって病態を把握することが望まし
いと考えられる。一方、繋部の腱群については、
超音波検査による描出が比較的容易である。立位
MRI検査は簡便性に劣るものの、繋部全体の断層
画像を一度に得ることができ、損傷範囲の客観的
な描出が可能である。このため、超音波検査の補
助的診断装置として活用できる場合がある。
蹄部の腱・靭帯群については、繋部と異なり、
超音波検査による描出が基本的に困難である。こ
のため、立位MRI検査における腱・靭帯群の評価
が非常に有効となる。 状骨あるいは周囲の腱・
靭帯群の異常を特徴とするナヴィキュラー病は、
競技馬に発症が多い。諸外国においては、ナヴィ
キュラー病が疑われる症例に対する立位MRI検査

図10　症例６の第５病日の腕節部立位MRI検査所
見（T1強調画像）
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が、ゴールデンスタンダードとなりつつある。次
に、蹄内部の膿瘍については、蹄内部の受傷部位
が化膿して排膿までに時間を要した場合、組織障
害が広範におよび、治癒に時間を要してしまう。
蹄内部の膿瘍はX線検査において透過性のあるス
ポットとして確認される場合もあるが、立位MRI
検査によって早期に蓄膿部を特定できれば、穿孔
によって排膿を促すことができるという利点が
ある。
臨床所見から球節部や腕節部などの骨損傷が疑
われる症例において、X線検査上の異常を認めな
い場合においても、立位MRI検査によって骨損傷
の有無の診断に繋がる有用な画像所見が得られる
場合がある。さらに、立位MRI検査においては、
骨折線の走行を複数の撮影断面から描出可能であ

る。このため、骨折線の詳細な評価が必要な症例
における利用価値は高いと考えられる。
以上のとおり、世界で唯一の馬専用立位MRI装

置であるHallmarq Equine Limbscanner®は、鎮静
処置により比較的簡便に検査可能であり、低磁場
であることから検査時の音も小さいため、敏感な
競走馬でも驚くことは少ない。このような安全性
や簡便性に加え、立位MRI検査によって描出可能
であるが、X線検査や超音波検査といった従来の検
査機器では診断困難な病変が、様々存在すること
が明らかとなってきている。設置費用や維持費は
必要となるが、臨床現場における利用価値は極め
て高いと考えられる。今後は読影精度を高め、本
検査法のさらなる普及と活用を目指して参りたい。
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第21回　牛蹄鉄の導入と普及（後編）
蹄鉄工のストライキ
大正から昭和初期になると、世界的不況は日本
にも及び経済が停滞する中、使役牛の増加や自動
車などの普及によって、馬資源は減少していきま
した。一方蹄鉄工は、陸軍や専門学校（獣医学校
の蹄鉄工科など）が粗製濫造に例えられる簡易な
教育方法で免許を与えたため、資格者が一万人を
超える蹄鉄工過剰時代を迎えました。そのため過

解 説 記 事

装蹄歴史案内

（元）競走馬総合研究所　関口　隆

当競争が激化し、蹄鉄工の生活は苦しくなってい
きました。特に料金問題は深刻で、荷馬車業者や
農事組合との対立が各地で発生しました１-３）（写
真１）。　　　　　
また政府は、日本と朝鮮の経済を活性化させる
ひとつの方法として、朝鮮牛を日本の農家に斡旋
する奨励策を取りました。朝鮮牛は安価で扱いや
すく、使役後は肉用として高価で取引きされたた
め全国へ普及しました。そのため馬を売って牛を
飼う傾向が強まり、荷車を牽く使役牛が増加して
装蹄を依頼する畜主が増えていきました５-９）※。

※牛わらじと牛蹄鉄の比較

蹄の磨耗には古くから牛わらじが使用されてい

たが、わらじの保存力は二里半から三里（10～12

㎞）程度で、ほぼ１日が使用限度だった。そして

雨天や道路不良の場合は更に短くなり、１日に何

度か交換する必要があった。また多くの牛は挙肢

を嫌うため装着に時間がかかり、更にわらじへの

土砂の付着によって、蹄底の挫傷や蹄球炎、わら

じ紐による擦過傷などを発症した。わらじは自製

する人と購入する人がほぼ半数だったが、購入す

ると一装四蹄分が10～12銭で、毎日わらじを交換

すると１ヶ月で３円位になった。一方牛蹄鉄の使

用日数は40～60日で、装蹄料金は馬よりも手間が

かかるため馬（輓馬）３円に対し牛は４円だった。

そのため、前肢或いは後肢だけ行う場合も多かっ

た。牛蹄鉄は多少費用がかかったが、装着日数も

長く蹄鉄による肢蹄への影響も少なかったため、

徐々に普及していった10-12）（写真２）。

　　　　　

（写真1）蹄鉄工のストライキ
昭和７年　函館

函館蹄鉄工組合は、法外に安い料金を要求する荷馬車業組合
および函館駅運搬業組合に対抗するため、市当局に休業届を
提出しストライキを決行した４ ）。
（函館毎日新聞. 昭和７年５月10日記事。国立国会図書館 提供）
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牛装蹄講習会の開催
蹄鉄工への牛装蹄の指導は、兵頭芳太郎氏が組
織した蹄学研究会や陸軍獣医学校が積極的に講習
会を開き行いました。蹄学研究会の兵頭氏は陸軍
獣医学校で蹄鉄工長を努め、獣医免許取得後に東
京帝国大学の講師になり、牛装蹄の研究も長年に
わたり行っていました。そして、授業や民間への
家畜衛生指導の中で牛装蹄の講習も行っていまし
たが、公務の傍らに行う限られたものでした。蹄
鉄工を対象にした本格的な指導は、蹄学研究会が
開催した牛装蹄講習会から始まりました（写真３）
14,15）。
例えば大正14年、東京で行われた牛装蹄講習
会は、蹄学研究会が発行する機関誌「護蹄」に開
催予告を掲載し、全国から講習生を募集しまし

た。そして講師には兵頭氏に加え、牛装蹄の第一
人者である吉野萬造氏とその弟子の清水兵三氏を
迎えました。講習生は北海道から熊本まで全国か
ら12人が集まり、「実習を主とし之に科学を加ふ」
の方針で講習が行われ、兵頭氏が学科を担当し、
吉野氏らが実技指導を行いました。このような活
動によって各地に牛装蹄の指導者が現れ、蹄鉄工
たちは技術を習得していきました16,17）（写真４）。

（写真４）講習会開催予告の記事
機関誌「護蹄」に開催予告を掲載し、講習生を募集した。
（護蹄第６巻第11号. 大正14年蹄学研究会発行より引用。日本
装削蹄協会 提供）

　　　　　　　
牛装蹄の普及
昭和10年頃の東京では、朝鮮牛（使役牛）が
増加したため、装蹄工場に牛用枠場を設け牛装蹄
に対応する蹄鉄工が増えていきました。そのため
陸軍獣医学校では、馬を対象にした装蹄講習会の
中で牛装蹄の実演を行い、陸軍式装蹄法を民間に
伝えました。そして東京では陸軍式牛蹄鉄が広く
使用されるようになりました（写真５）。また野
菜栽培が盛んだった世田谷のある装蹄工場では、
荷車を牽く牛馬の装蹄を１ヶ月150～160頭行っ
ていましたが、そのうち牛が100頭近くに達して
いて、牛装蹄が経営の安定につながっていました
18,19）（写真６）。
 
　　　　　

（写真２）米俵を運ぶ牛車
昭和33年頃 新潟県燕市

荷牛馬車による荷物の運搬は、貨物自動車が普及する昭
和30年代まで行われていた13）。
（物流博物館 提供）

（写真３） 牛装蹄の実習風景　　　　　大正11年
兵頭氏の指導のもと、東京帝国大学で牛装蹄の実習が行われた。
（護蹄第３巻第４号. 大正11年 蹄学研究会発行より引用。日本
装削蹄協協会 提供）
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そして昭和15年に公布された装蹄師法では、
蹄鉄工免許規則には明記されていなかった装蹄師
の業務範囲を、「馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の
装蹄」と規定し、馬の装削蹄とともに牛の装蹄が、
装蹄師の業務として認められるようになりました
22）（写真７）。

（写真７）牛装蹄の実況　　　　　　　昭和10年
（牛装蹄学.昭和10年 蹄学研究会発行より引用。
 日本装削蹄協会 提供）

連載を終えるにあたって
平成25年第50巻３号から始まった連載も、今
回で終了することになりました。長い間お付き
合いいただき、ありがとうございました。執筆に
あたっては、戦前の社会背景を考慮しながら、事
実に基づいて解説を加えたつもりですが、私の説
明不足から疑問を感じる部分もあったかと思いま
す。今後も資料収集に努め、微力ながら装蹄の歴
史を明らかにして行きたいと考えています。
私が装蹄の歴史に興味を持ったのは競馬会へ就

職したばかりの頃、馬事公苑の装蹄所にあった第
１回中山大障害優勝馬キンテン号の競走歯鉄でし
た。戦前の競馬は蹄鉄には規制がなく、色々なタ
イプの蹄鉄が使われていたことを知らなかった私
は、歴史の深さを感じ、いつか蹄鉄について調べ
てみたいと思いました。そして何度かの転勤を
経て、馬事公苑に勤務するようになったのを機会
に、本部図書室や馬の博物館で資料収集を始めま
した。しかし探し始めると、馬関係の資料の中で
も装蹄に関するものは少なく、図書室で宝探しを
するような根気のいる作業が続きました。やる気
をなくしてしまったこともありましたが、そんな
時に応援して下さったのが大先輩である宮木秀治
さん（元装蹄教育センター長）でした。「お前の
やっていることは装蹄の記録を残す大事な仕事だ
から」といつも声をかけていただきました。写真
８は宮木さんが研究発表を行った「歯鉄の装着試
験について」という研究報告の中で、アメリカと
日本の歯鉄を比較した時に、戦前に使用された蹄
鉄として紹介したキンテン号の競走歯鉄です23）。
私が資料収集を始めた時に、宮木さんからいただ
きました。表題などを書いたプレートも手作りで、
宮木さんの真面目さと暖かい人柄を感じます。宮
木さんは去年11月に亡くなられましたが、この
写真を励みに宮木さんたちと過ごした青春時代を
思い出しながら、装蹄の歴史研究を進めてまいり
たいと思います。宮木さんのご冥福をお祈りし、
この連載を終わります。

（写真５）無溝式牛蹄鉄
昭和７年 陸軍獣医学校 黒川
教官の指導により製作
陸軍では実用的な無溝式蹄鉄
が多く使用されていた20）。
（日本装削蹄協会 所蔵）

（写真６） 民間で使用さ
れた牛蹄鉄
谷嶋重太郎氏 製作
多くの牛車は川越の市に荷物
を運んできて蹄鉄を打替えて
帰っていった21）。
（川越市立博物館 所蔵）

（写真８）キンテン号の競走歯鉄
（JRA競馬博物館 所蔵）
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はじめに
2017年10月に、国際競馬統括機関連盟（IFHA）
における競走馬の遺伝子ドーピングの取り扱い
（規制）が決定したため、競馬と生産および賭事
に関する国際協約（IABRW）第６条Ｂ項が改訂
され、その情報がIFHAのWWWサイト（http://
www.horseracingintfed.com）に公開された。今
回の改訂により、遺伝的治療とは「核酸あるいは
核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、または、
遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の投与」
と定義され、遺伝的治療の不正利用が遺伝子ドー
ピングと位置付けられた。
ヒトのスポーツ分野でドーピングコントロール
を司る世界アンチ・ドーピング機関（WADA）お
よび馬術競技のドーピングコントロールを司る国
際馬術連盟（FEI）においても遺伝子ドーピング
の禁止に関する規定があり、今回のIFHAの改訂
内容と同様に規定されている。
IFHA 、WADAおよびFEIにおいて概ね同様に遺
伝子ドーピングが規定されたこと、つまり、遺伝
子ドーピングとは、どの様な物質を使用し、どの
様な行為であるかが具現化されたことで、競馬産
業界においては、日本をはじめオーストラリア連
邦やイタリア共和国などにおいて、遺伝子ドーピ
ングの検査法の開発研究が進んでいる。
このような中、ヒトのスポーツ分野では、
2018年１月にWADAがWADA Code（禁止リス
ト）を改訂し、新たに「ゲノム編集」を遺伝子
ドーピングの一つとして定義し、禁止事項とし
た。一方、競馬産業界では、2018年３月に開催
された競馬分析化学者と競馬獣医師の国際会議

解 説 記 事

遺伝子ドーピングとゲノム編集

戸崎晃明１）・草野寛一２）

（ICRAV2018）において、「ゲノム編集」に関す
る講演が行われ、改訂間もないIABRWであるが、
新たな改訂への機運が高まってきている。
本稿においては、近年注目を集めている「ゲノ
ム編集」に焦点をあて、主に１）ゲノム編集とは
何か、２）何に応用可能か、３）競馬産業にとっ
て何が問題か、４）対処法はあるかについて、
ICRAV2018および関連会議での講演・討論内容
を踏まえ、筆者らの見解を述べる。

IABRWで定義された遺伝子ドーピング
現在のIABRWに規定されている遺伝的治療と
は、１）核酸あるいは核酸類似体のオリゴマー、
２）核酸あるいは核酸類似体のポリマー、３）遺
伝的に未改変な細胞、４）遺伝的に改変された細
胞の四つである。これらは具体的に、１）は核酸
医薬品（アンチセンスオリゴ、siRNAなど）、２）
は遺伝子導入（プラスミドやアデノ随伴ウイルス
ベクター（AAV）などを使用してエリスロポエチ
ンなどの遺伝子を体内に導入）、３）は幹細胞や
血液成分（赤血球、白血球、血小板）など、４）
は遺伝子改変された幹細胞などを示す。
この中で、狭義の意味での遺伝的治療、いわゆ
る遺伝子治療は２）の遺伝子導入（Gene Trans-
fer）である。この手法は、欠損している酵素など
を発現する遺伝子を体内に導入する遺伝子補充療
法であり、酵素補充療法と同様の効果を期待する
治療法になる（図１）。ベクターとしてプラスミ
ドあるいはAAVが使用される場合には、細胞内の
ゲノム中に外来遺伝子が組み込まれることはなく
増殖することもないことから安全性も高い。しか

１）競走馬理化学研究所
２）栗東トレーニング・センター競走馬診療所
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し、この遺伝子補充療法は、あくまでも欠損した
機能を外部から補うのみであり、根治を目的とし
た治療ではないという欠点がある（図１）。
遺伝子導入法による治療はヒトにおいては治療
薬開発が進む一方、この不正利用である遺伝子
ドーピングは、スポーツの公正性を脅かす可能性
がある。ウマにおいては、今のところ市販薬はな
いものの、研究レベルでの遺伝子導入薬の開発は
容易（すべて外注が可能）であり、公正競馬への
懸念材料となりつつある。

ゲノム編集治療とは
このような中で、近年注目を集めているのが、
遺伝病などにおいて根治の可能性があるゲノム編
集を基礎とした治療法である。従来の遺伝子治療
が機能異常を示した遺伝子を対象に、正常な配列
の当該遺伝子を外部から細胞に導入することで機
能を補う補充療法であるのに対し、ゲノム編集治
療では、機能異常を示した遺伝子の異常部分（DNA
変異が起こっている部分）のDNAを正常状態に人
為的に改変することで、根治を目指す治療法であ
る（図１）。
ゲノム編集には、１）ZFN（Zinc-Finger Nucle-
ase：ジーエフエヌ）、２）TALEN（Transcription 
Activator-Like Eff ector Nuclease：タレン）、３）
CRISPR/Cas9（Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats/Crispr Associated pro-
tein 9：クリスパー・キャスナイン）という手法
が知られているが、これらの中で、CRISPR/Cas9
は、ZFNおよびTALENと比較して技術的に簡易で
あり、また、高効率でゲノム編集が可能であるこ
とから、基礎研究のみならず臨床応用研究におい
ても注目されている。

CRISPR/Cas9について
ここでは、CRISPR/Cas9についてのみ説明する。
CRISPR（Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats）とは、日本語訳するならば
「クラスター化されて規則的に間隔があいた短い
回文構造の繰り返し」を意味する。また、CRIS-
PRの概念は、ウイルスの侵入に対して細菌がつ
くりあげた防衛システム（あるいは原理）である。

細菌がウイルス感染の状態にさらされた時、
DNAを切断する酵素（ヌクレアーゼ）によってウ
イルス遺伝子を攻撃する。その後、細菌が生き延
びた場合に、切断したウイルス由来のDNA配列を
細菌ゲノムに取り込んで記憶する。もし細菌が同
一のウイルスによって再び感染したとしても、当
該配列を記憶していることから、これを利用する
ことで直ちに攻撃態勢を整えられ、最終的に生き
延びる確率が高くなる。
この取り込まれて記憶されたDNA配列が、
CRISPR/Cas9を使用したゲノム編集における「ガ
イドRNA」に相当するものであり、CRISPRとは、
この保管場所に記録されたDNA配列である。Cas9
は、ヌクレアーゼ（DNA切断酵素）であり、ガイ
ドRNAが標的となるゲノム領域を見つけた後、そ
の遺伝子を切断する。
CRISPR/Cas9とは、細菌のウイルスからの防御
システムをゲノム編集に応用した技術である。そ
のため、研究で使用する場合には、Cas9（DNA
切断酵素）をコードする遺伝子配列および標的と
したいゲノム配列をガイドRNAとして設計し、こ
れらを細胞内に投与することで、ゲノム編集を人
為的に誘起させることができる。
なお、Cas9とは、Casという酵素で９番目に命
名されたタンパク質である。このため、Cas9以外
にも、Cas13などの酵素も存在する。Cas13もまた、
ガイドRNAと一緒に働き、DNAではなくRNAを標
的として切断する。このシステムを利用したウイ
ルス感染検査法が開発されている。
詳細な説明は他誌に譲るとして、いずれにしろ
CRISPR/Cas9により、約30億からなるウマのゲノ
ム配列であってもガイドRNAを設計してCas9を
使用することで、標的としたい場所のゲノム配列
の編集（欠失、挿入、置換など）が可能になる。

もう一つのゲノム編集「エピゲノム編集」
エピゲノムというと聞き慣れない言葉ではない
かと思うが、エピゲノムとはゲノムの修飾情報を
意味し、その修飾の一つにDNAのメチル化修飾が
ある。約30億からなるゲノム配列は、臓器ある
いは組織が異なっていても原則同一であるが、ゲ
ノムにおけるメチル化修飾部位は、臓器あるいは
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組織毎に異なる。
メチル化されたゲノム領域に遺伝子がある場合
には、その遺伝子からタンパク質は生産されない。
一方、メチル化修飾が解かれるとタンパク質の生
産が始まる。このため、メチル化領域はタンパク
質合成のブレーキになっている。生命の設計図で
あるゲノム配列が同一であっても、骨格筋や肝臓
など異なる臓器や組織が形成される理由の一つに
エピゲノムという概念がある。
エピゲノム編集は、このエピゲノム、つまり遺
伝子発現の鍵になるゲノムのメチル化修飾を人為
的に改変する技術の総称である。原理的には、
CRISPRと同様に、ゲノム領域の標的化のために
ガイドRNAを使用するが、ゲノムを切断する酵素
の代わりに、メチル化修飾を改変する酵素を使用
する。この技術は、日本の研究者が開発した技術
であり、特に臨床応用が期待されている。

ゲノム編集の臨床応用の可能性
CRISPR/Cas9は、細菌が長い間かけて構築して
きたウイルス感染からの防御システムであるが、
現在、人間は、これを基礎研究および臨床応用研
究を通じて、ヒトの医療に役立てようとしている。
ZFNおよびTALENの技術が開発された当初、
ゲノム編集は、培養細胞に対してのみ行われ（in 
vitro実験）、動物の生体内での使用（in vivo実験）
は困難と思われていたが、CRISPR/Cas9の登場に
よって臨床応用の可能性が格段に広がった。ガイ
ドRNAおよび酵素をAAVに組み込み体内に投与す
ることで、肝臓などの標的臓器のゲノム編集が可
能となり、現在、遺伝病を根治できつつある。
AAVのようなウイルスベクターは、従来の遺伝
子治療（Gene Transfer）にも使用されることから、
その開発の歴史は古く、多くの蓄積がある。この
ウイルスベクター技術とCRISPR/Cas9を組み合わ
せた治療法の開発が、現在、世界中で実施されて
いる。特に、米国および中国は、ゲノム編集に関
する規制が少ないことから、技術開発が大きく進
んでいる。
日本においても、2018年３月に「遺伝子治療
等臨床研究に関する指針（厚生労働省）」の改訂
が議論され、従来の遺伝子補充療法に、ゲノム編

集が遺伝子治療の一つに定義された。このような
流れから、獣医療においても、ゲノム編集が遺伝
子治療の一つに定義され、更なる研究が進むこと
が期待されている。

CRISPR/Cas9の問題点
CRISPR/Cas9を使用したゲノム編集は、遺伝病
根治の可能性があるなど夢の技術であるが、現状、
いくつかの問題点がある。その大きなものの一
つが、「オフターゲット問題」である。CRISPR/
Cas9では、ゲノム編集部位を選択するために、ガ
イドRNAを使用すると述べたが、このガイドRNA
配列と類似の配列が標的部位以外に存在した場合
に、標的ゲノム部位以外のゲノムも意図せずに編
集してしまう。その結果、予期しない副作用（癌
化など）が生じる可能性がある。現在、この問題
を解決するべく、多数の研究が行われている。

競馬産業における利用と問題点
遺伝病の根治が可能であると考えられるゲノム
編集治療は、将来的に、ヒトの医療分野において
極めて有効な治療法になると期待されている。当
然、ウマやイヌなどの動物を対象とした獣医療に
おいても応用は可能であり、この分野においても
多数の利点があると期待される。
しかし、競馬産業におけるゲノム編集治療の有
用性については疑問視されている。競走馬として
サラブレッド種を使用する競馬では、国際血統書
委員会（ISBC）およびIFHAにおいて、サラブレッ
ドの定義が明確に規定されており、人工授精およ
び遺伝子改変は既に禁止されている。
ゲノム編集は、受精卵に対しても行うことが可
能であり、もし実施すれば「デザイン競走馬（遺
伝子改変動物）」の作製も可能であるが、明らか
にサラブレッドの定義に抵触する（図１）。また、
生後の動物に対してゲノム編集治療を実施した場
合には、体細胞のみにゲノム編集治療薬が到達し
て体細胞のみのゲノムを編集すれば問題は少ない
と考えられるが、精子や卵子などの生殖系列細胞
に万が一到達して編集作業が行われれば、次世代
のサラブレッドは人為的に改変されたゲノムをも
つこととなる（図１）。
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体内に投与されたゲノム編集治療薬が体内でど
の様に分布するかは、AAVなどのベクターの種類
に依存し、さらに、その動態はウマなどの動物で
は明らかになっていない。そのため、公正競馬の
視点においては、競走馬に対する利用は極めて慎
重に行うあるいは禁止する必要があると思われる。
このような考えから、IFHA遺伝子ドーピング
規制小委員会も、ゲノム編集技術に対する規制を
かけるため、新たな議論を展開している。
いずれにしろ、既にIABRWに規定された遺伝
子導入（Gene transfer）はスポーツおよび公正確
保上の問題があり、ゲノム編集は、公正確保のみ
ならずサラブレッドの定義をも脅かすことから、
規定化のみならず検査法確立など具体的な対応が
求められる。

誰が遺伝子ドーピングを試みるか
通常のドーピングであれば、市販の医薬品など
を治療に使用し、それが体内から完全に排出され
ない状態で、競馬に参加してしまうといった、不
慮の事故に近いドーピング陽性のケースが多いと
思われる。ヒトのスポーツで言えば、意図せずに
体内に取り込んだものの中に禁止物質が存在した
ような「うっかりドーピング」に該当するのかも
しれない。
では、遺伝子ドーピングでは、「うっかりドー
ピング」に類似するような状態はあり得るのか。
結論から言えば、現状で、遺伝子ドーピングの
「うっかりドーピング」はないと考えられる。そ
の大きな理由は、現在は市販薬として販売されて
いないこと、仮にヒト用の市販薬があったとして
も、CRISPR/Cas9でのゲノム編集治療であれば、
種特異的なガイドRNAが必要となり、ヒト用医薬
品では効果がない可能性が高いことが挙げられ
る。ただし、将来的に、ウマ用の医薬品が開発さ
れた場合には、「うっかりドーピング」への対策
も必要だろう。
これらを考慮すると、一番問題になるのは、悪
しき科学者が、意図的にゲノム編集治療薬を作製
し、競走馬に使用する場合が想定される。CRIS-
PR/Cas9が開発されたことで、大学院などで分子
生物学分野を専攻した者であれば、ゲノム編集治

療薬を設計・作製することは比較的容易に実施で
きるからである。
実際に米国の科学者は、自身のための遺伝子治
療薬を作製し、自らに投与する「DIY遺伝子治療」
を実践している。治療の有効性はともかく、安
全性が担保されないことから、米国規制当局は、
DIY遺伝子治療を自粛するよう通達している。
このような実例があるため、競走馬の世界にお
いても、ゲノム編集治療の悪用は決して他人事で
はないと思われる。

ゲノム編集の検出法開発
競馬産業界における大きな問題は、このゲノム
編集技術が遺伝子改変動物の作製あるいは遺伝子
ドーピングに使用されることである。例えば、
体型や体重に影響を及ぼす遺伝子であるLCORLや
ZFAT 、MSTN遺伝子などに編集を加えれば、大き
なストライドで走行する体の大きな競走馬、短距
離が得意な筋肉質の競走馬などを人為的に作製す
ることができることから、これらは公正な競馬の
施行の大きな障害になる。
競走馬理化学研究所（競理研）では、日本中央
競馬会の特別振興事業「競走馬の遺伝子ドーピン
グ及び遺伝的健全性対策事業」において検査法開
発に関する基礎研究を推進しており、まずは遺伝
子ドーピング物質の検出法とともに、ゲノム編集
が遺伝子改変動物の作製に使用された場合におけ
る検出法の開発に焦点をあて研究を進めている。
市販のゲノム編集治療薬が販売され、標的とな
る遺伝子が既知の場合には、検出法開発は比較的
容易である。対象となる標的遺伝子（数百から数
千塩基長）を増幅するプライマー配列を設計して
PCR増幅した後、それらの塩基配列を通常のDNA
シーケンサーで決定し、親子間での遺伝継承を比
較すれば良い。
一方、DIYゲノム編集のように、市販薬として
販売されておらず、標的となる遺伝子が未知の場
合には、検出法開発は極めて困難であると言わざ
るを得ない。ウマのゲノムは約30億塩基対であ
り、この30億から数塩基の編集の痕跡を見つけ
なければならないからである。
これを解決するために、提案されている技術の
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一つが、次世代型シーケンサー（NGS）を使用し
た全ゲノム解読（WGS）である。NGSは、超並列
型シーケンサーとも呼ばれ、数百塩基前後の塩基
配列を数億リード取得できる。機器の性能によっ
て異なるが、競理研が導入した「NextSeq500（イ
ルミナ社）」では、30億塩基からなるゲノム情報
の約30倍長の情報を取得できる。
実際に解析する上では、30億塩基に対して何
倍長、つまり、一つのDNAに対して、どの程度重
複して情報を取得できたかが重要になる。１倍長
では一つのデータしかないので、その情報があっ
ているのかどうかを判別できない。また、10倍
長であれば、データの正確性（精度）はある程度
担保されるが、その配列に多様性（一塩基多型：
SNP）があった場合には、正確性は充分とは言え
ない。SNPの場合には、一箇所でありながら二つ
のDNA（例：A/Gなど）が検出され、５対５で検
出されればSNPと認識できるが、１対９などの場
合にはSNPなのか読み取り検出エラーなのかの判
別が困難になる。また、実際のゲノム配列には、
SNPのみならず、挿入、欠失、重複、転座、逆位
などの様々な配列多様性があり、正確な比較を実
施するうえでは、一般に30倍長以上の配列情報
が必要とされる。我々が導入したNextSeq500（イ
ルミナ社）は、これを満たした機器である。
WGSを実施してゲノム編集などの痕跡を探索
するうえで欠かせないのが、解析コンピューター
および解析ソフト（パイプライン）である。先
にも述べたとおり、扱うデータ量が30億塩基対
の30倍量からなるため、一般のパーソナルコン
ピューターおよびソフトウェアでは解析すること
ができない。そのため、競理研では、次世代シー
ケンサーからデータを取得する「データ受けサー
バー」、データを解析する「データ解析サーバー」、
データを保存する「Raidサーバー」の三つのサー
バーを導入し、一体として連動させながら運用し
ている。
詳細は触れないが、NGSデータからSNPや短い
挿入および欠失配列を検出するRESEQパイプライ
ン（仮称）、長い挿入配列、転座、逆位などを検
出するDOPSEQパイプライン（仮称）などのソフ
トウェアを独自に開発し、遺伝子ドーピング検出

の対策としている。パイプラインの開発は困難な
作業であるが、これらの開発が完了すれば、全ゲ
ノムレベルでゲノム編集箇所を検出することが可
能になるかもしれない。このような研究は他にな
く、手探り状態で研究を進めている。
WGSによって検査を実施した場合における課
題の一つは、検査にかかる費用と日数である。主
な作業工程は、１）ゲノムDNAの抽出、２）NGS
解析のためのゲノムライブラリーの調整、３）
NGS解析の実施、４）RESEQおよびDOPSEQパイ
プラインでの解析である。１）と２）は合わせて
概ね１日程度、３）は２日程度、４）１週間程度
であり、この作業を父、母および子で実施する必
要があることから3倍程度の時間と労力、また、
この後に、遺伝継承の調査を実施しなければなら
ない。もともと、WGSでの検査は、IFHAの専門
委員会で以前に議論されていた内容であり、これ
に従い実践してみたが、不可能ではないにせよ、
極めて困難な作業と言わざるを得ないのが現状で
ある。
現在、競理研は、上記の研究開発を進めながら、
より効率的な検査法について、様々な検討をして
いる。その一つは、NGSを使用したターゲットリ
シーケンス法である。これは、30億塩基対すべ
てを対象にするのではなく、特定の遺伝子配列群
を標的（ターゲット）遺伝子として、NGSを使用
して塩基配列を決定する手法である。また、サラ
ブレッドのゲノム配列には、どの程度の多様性（多
型、挿入、欠失、重複、転座、逆位など）が存在
するかを把握するために、複数頭（50頭以上を
目標）のWGS解析を実施し、サラブレッドのゲノ
ム多様性データベースの構築を進めている。これ
が構築されれば、検出されたSNPなどが、本来サ
ラブレッドが保持するものかどうかを判断する材
料になると期待される。
人為的に編集された箇所をゲノム全体から検出
することは、極めて困難であるが、現在、開発研
究を着実に進めている。

ウマゲノムインフラの整備
今までに述べてきた検査法開発を進める上で重
要になるのが、いわゆる「ゲノムインフラ」の整
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備である。インフラ整備というと、道路や上下水
道網などの土木関係をイメージすることが多いか
もしれないが、生物の基礎および応用研究を進め
る上で、ゲノム参照配列の整備や遺伝子アノテー
ション（遺伝子の注釈付け）などのゲノムインフ
ラ整備は欠かせない。現在、ウマのゲノムインフ
ラ整備においては、以下の二つの プロジェクトが
進行中である。

A）ゲノム情報の更新作業
WGS解析の精度を向上させるためには、解析に
使用する参照ゲノム配列（Reference Genome Se-
quence）の精度向上は重要な課題である。2007
年にウマのゲノムが解読され、EquCab1.0が公開
され、直ぐにEquCab2.0に更新されたが、もとも
と他種と比較して精度が優れていたことから、そ
の後の更新はされない状態が続いた。しかし、
EquCab2.0においても、間違った配列アセンブリ
や、塩基配列が決定できずにギャップ配列「N」
として登録される部分が多数あったことから、こ
れらを解決しようとする機運が高まった。ウマの
遺伝学研究に取り組む国際的なグループであるウ
マゲノムワークショップ（https://horsegenome-
workshop.com）では、これらの改善を目指し、
2018年２月にEquCab3.0をNCBI（https://www.
ncbi.nlm.nih.gov）に公開した。現在、UCSC（https://
genome-asia.ucsc.edu）などの関連する公共デー
タベースの更新作業を進めている。
EquCab3.0において改善された点は、ゲノムの
総塩基長が2.367Gbから2.372Gbに更新されたこ
とであるが、これ以上に重要な点は、配列中に存
在したN（ギャップ配列）が劇的に減少したこと
である。WGSからSNP探索するためにRESEQパイ
プラインの開発を進めているが、この解析におい
て、精度の高い参照ゲノム配列が必須である。今
までEquCab2.0を使用して解析を進めていたが、
今後は、EquCab3.0を使用できることから、より
精度の高いデータを得ることが期待できる。

B）FAANGプロジェクト
動物ゲノム機能注釈付け（FAANG）プロジェク
トは、ウシやブタ、ウマ、ニワトリなどの様々な

産業動物のゲノム配列中の機能領域を同定するた
めの国際的な取り組みである。ウマFAANGにお
いては、特に、転写に利用される配列（mRNAや
non-coding RNAなど）および発現調節関連部位
（メチル化やヒストン修飾、クロマチン構造など）
の同定を目的としている。
ウマFAANGは、米国カリフォルニア大学デービ
ス校などが主導し、日米欧から28の研究機関（日
本からは競理研）が参加している。現在までのと
ころ、雌のサラブレッド種２頭から、86組織（あ
るいは臓器）、２細胞株、マイクロバイオームお
よび体液を採取し、バイオバンクを構築した。現
在、これらの組織の約半数においてmRNAおよび
non-coding RNAの配列解析が終了した段階であ
り、このプロジェクトが完了することで、どの遺
伝子がどの組織あるいは臓器で、どのような制御
機構（メチル化修飾など）で発現しているかを、
より詳細に知ることが期待できる。これらの情報
は、エピゲノム編集が行われた場合における基礎
情報として利用が期待される。

遺伝子ドーピングおよび遺伝子改変動物の検出
法を開発する作業において、ゲノム情報の更新や
アノテーションプロジェクトなどのゲノムインフ
ラの整備は直接的な研究ではないが、これらの情
報は検査法開発研究の基礎情報となることから欠
かせない研究であり、現在、競理研は国際共同研
究に参画して取り組んでいる。

最後に
現在はまだ遺伝子治療が始まった段階であり、
遺伝子ドーピングが実際に使用・摘発された例が
ない。このため、各主催者に遺伝子ドーピングの
概念が乏しく、その取り締まりや検査法の開発な
どの対応は進んでいない。しかし、遺伝子操作の
技術は急速に進歩しており、いつ遺伝子ドーピン
グ問題が現実化するのかは不明であるため、予め
対策は必要であろう。
IABRWが公開され５ヶ月（2018年３月現在）
たつが、今後は、各国の競馬主催者がこれを批准
する手続きに入ることが求められる。批准するこ
とで各主催者は具体的な対応を求められるが、少
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なくとも第一段階として、IABRWに規定された
とおり、遺伝的治療が実施された際の実施記録と
その保管（５年間）、第二段階として遺伝的治療
のモニタリング法（あるいは遺伝子ドーピングの
検査法）開発が求められる。
これらの対策には、経営資源である人材、設備
および資本を必要とすることから、一朝一夕には
進まないかもしれない。しかし、科学の進展によっ
て高度化する獣医療、その不正利用による高度化
したドーピングに対応することは義務の一つであ
り、検査機関、臨床獣医師および競馬主催者は共
通した危機意識をもった取り組みが必要である。
その第一歩は、IABRWの批准であろう。

本稿は、2018年３月に開催された競馬分析化
学者と競馬獣医師の国際会議（ICRAV2018）お
よび2018年５月に開催された第37回アジア競馬

会議（37th ARC）の遺伝子ドーピング関連セッショ
ン、関係者との打ち合わせで話題になった内容、
また、日本中央競馬会特別振興事業の成果の一部
を総括したものである。

追記
2016年４月、IFHAに遺伝子ドーピング規制小
委員会が発足され、国際的な遺伝子ド－ピング規
制活動を推進している。この流れを受け、2018
年５月に公認競馬化学者協会（Association of Of-
fi cial Racing Chemists：AORC）においても、遺
伝子ドーピング対策特別委員会（仮称）が設置さ
れ、戸崎はその委員を拝命した。AORCは検査法
開発などの具体的な対策を検討する場であること
から、特別委員会の発足により、競馬産業界にお
ける遺伝子ドーピング規制が大きく前進するもの
と思われる。

図１　遺伝子導入とゲノム編集の概要  
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北海道大学と帯広畜産大学の共同獣医学課程で
は６年間の獣医学教育課程の中で５年生と６年生
において、臨床獣医学に関連の講義と実習に加え
て、動物福祉や獣医倫理・法規といった獣医師と
しての導入教育が開講されている（図１）。また、
５年生から附属動物病院などにおける診療に立ち
会い，獣医療の実際を体験する参加型臨床実習が
始まり、その前に全国共通の獣医学共用試験（平
成28年度～）を受験する。さらに、いずれかの
教室に所属し、卒業後の職域や興味をひく研究分
野を考慮し、アドバンスト科目（選択）を受講し
ている。アドバンスト科目には課題研究（従来の
卒業論文、必修）、研究・臨床セミナー（従来の
ゼミ、必修）およびアドバンスト演習（選択）が
含まれる。アドバンスト演習では、「課題研究」

特 別 記 事

獣医学教育アドバンスト科目
「大動物整形外科Hands-on（実習）」の概要

佐々木直樹
山口大学　共同獣医学部　大動物臨床学研究室

や所属教室（配属教員）の研究に関連したテーマ
（課題）を設定し、その課題の解決に必要な知識、
実験手技、薬品や実験動物の適切な取り扱い、最
先端の機器を利用した分析法や診断法などを習得
することを目標としている。Hands-onとは、本
を読んだり講義 を受けたりといった間接的なも
のではなく「実際に触れる」実習を意味している。
本稿ではAOVETコースを学部学生向けに構成し
た「大動物整形外科Hands-on（実習）」の概要を
紹介する。

AOVETコース
AOグループは1958年にDr.Mullerを中心に骨折
の手術療法を研究するスイス人外科医３名により
創設された国際的な研究財団である。AOは建築
工学の理論と骨折治療における力学的研究成果に
基づいて、安定した固定と血行を温存する生物学
的骨接合術を導入した。1960年、AO財団とシン
セスが連携し、その骨折治療マニュアルを提供す
るAOコースを世界各地で繰り広げた。日本では
1980年代に整形外科医のためのAOコースが開催
され始め、獣医領域ではAOVETコースとして開催
されている。従来、馬臨床獣医師向けのAOVET
コースは主に、スイスにおいてDr. Auer（Equine　
Surgery著者）が講習を開催していた。2000年か
ら北米ならびにヨーロッパで開催しており、近年
アジア・オセアニア、南米などで開催している。
特に、アジア・オセアニア地域では、香港ジョッ
キークラブにおいて、アジア馬臨床獣医師向け
AOVETコースが開催されている。AOVETコース

図１　北海道大学と帯広畜産大学の共同獣医学課程に
おけるアドバンスト教育の位置づけ（北海道大
学共同獣医学課程ホームページより引用）
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には、Small AnimalとEquineに分かれて、それぞ
れ初級（Principles 、３日間）、中級（Advanced、
３日間）、上級（Masters 、２日間）があり、上
級（Masters）コースはスイスもしくは北米に
おいて４年に１度開催されている（図２）。上
級（Masters）コースを受講するためには、初級
（Principles 、３日間）ならびに中級（Advanced、
３日間）の受講証明が必要とされている。整形外
科技術は日進月歩で発展するため、上級（Masters）
コースは生涯学習として位置づけられている。

大動物整形外科Hands-on （実習）
大動物整形外科Hands-on （実習）は上記の
AOVETコースの初級（Principles）と中級（Ad-
vanced）のプログラムの中から大動物の整形外科
を効率良く学習できるように３日間
のプログラム構成にした（図３）。
１日目にはAOVETコースの基本内容
としてLag法を中心に原理原則を学
習した後、中手骨亀裂骨折、中手骨
縦骨折、第三手根骨板状骨折ならび
に第一指骨複骨折の固定法を学習し

た。２日目にはワイヤー固定とDCP（ダイナミッ
ク・コンプレッション・プレート）固定を中心に
プログラムが構成されており、ワイヤー固定の原
則、歯折のワイヤー固定法について学習した。次
いで、中手骨斜骨折、下顎骨折に対するDCP固定
を学習した。３日目にはLCP（ロッキング・コン
プレッション・プレート）を学習するようにプロ
グラムされており、LCPの原則、中手骨バタフラ
イ骨折に対するダブルLCP固定、第１第２指関節
LCP固定、中手指関節LCP（ワイヤー）固定を学
習した。AOVETコースと同様、Hands-on （実習）
前に各項目のポイントをビデオで学習してから実
習を行うことで、高い学習効果が得られた（図４）。
実習で使用したビデオはAO Foundationのホーム
ページ（URL：http://www.aovideo.ch/catalog）

図３　アドバンスト演習「大動物整形外科Hands-on （実習）」プロ
グラムの内容

１日目はAOVETコースの基本内容としてLag法を中心に学習し、２日目のワイヤー固
定とDCP固定、３日目のLCP固定を学習するようにプログラムされている。AOコー
スは初級（Principles）、中級（Advanced）、上級（Masters）に分類されている。ビ
デオのタイトルとSEARCH QUERYはAO Foundationのホームページ（URL：http://
www.aovideo.ch/catalog）に記載されているSearch by keywordsを表示している。

図２　2016年AOVET（Equine 
Masters Course）プログラム

北米でのAOVET上級コース（Equine Masters 
Course）は２年後の2020年の東京オリンピッ
ク開催に重なる。受講希望者はそれまでに、
初級（Principles）ならびに中級（Advanced）
を終了しておくことが望ましい。
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に一般公開されており、各「SEARCH QUERY」
を「Search by keywords」欄に入力することで閲
覧することができる。大動物整形外科Hands-on 
（実習）形式はAOVETコースと同様、２人１組で
プラスチックボーンを用いた（図５）。プラスチッ
クボーンは高価であるが、ドライラボを可能にす
ることから屠体の用意の手間が省ける。また、使
用したプラスチックボーンのスクリュー穴は、市
販のプラスチック充填用樹脂を用いることで再利
用が可能となっている。整形外科器具については
AOVETコースでは各コースで用いる整形外科器
具一式を用いてレベルの高い手術手技について
も学習可能となっているが（図６）、本Hands-on 
（実習）項目のように初級（Principles）と中級
（Advanced）の要点を学習することを目的とすれ
ば数万円程度の整形外科器具とホームセンターで
購入できる電動ドリルで充分であった（図７）。
本実習ではHands-on （実習）を中心に学習したが、
上級（Masters Course）のような症例を用いたディ
スカッションをすることで、さらなる教育効果が
期待される。

結語
これまで、馬獣医療において予後不良とされ
てきた複骨折や粉砕骨折に対して、LCPを用いた
関節固定が実施されるようになっており、術後
の経過が思わしくない場合にもキャストピンによ
るバックアップが控えている状況にある。今後、
Equine Surgeryはインプラントの開発とともに発
展していくものと思われる。一方で整形外科技術

を補完する再生医療技術の発展もみられる。

図４　大動物整形外科Hands-on （実習）の説明ビ
デオを学習している様子

AOVETとプログラム同様、Hands-on （実習）前に各項目のポ
イントをビデオで学習してから実習を行うことで、高い学習
効果が得られる。

図５　大動物整形外科Hands-on （実習）の様子
AOVETとプログラム同様、２人１組でプラスチックボーンを
用いて整形外科の実習を行った。

図６　AOVETコースで使用される整形外科器具
AOVETコースでは整形外科器具一式が用意されている。

図７　大動物整形外科Hands-on （実習）の様子
整形外科器具は一般整形外科器具に加え、ホームセンターで
販売されている電動ドリルを用いることで低価格に抑えるこ
とができる。
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平成29年11月４日から８日までカナダに出
張し、バンクーバーで開催された2017年米国
獣医病理学会・米国獣医臨床病理学会学術集会 
（American College of Veterinary Pathologists and 
American Society for Veterinary Clinical Patholo-
gy 2017 annual meeting） に参加したので、その
概要を報告します。

参加学会
American College of Veterinary Pathologists 

（ACVP） and American Society for Veterinary Clin-
ical Pathology （ASVCP） 2017 annual meeting

開催期間および開催地
本年の ACVP & ASVCP annual meeting は、平
成29年11月４日から８日までカナダ・バンクー

学 会 報 告

2017年米国獣医病理学会・米国獣医臨床病理学会学
術集会 (American College of Veterinary Pathologists and 
American Society for Veterinary Clinical Pathology 2017 

annual meeting) に参加して

競走馬総合研究所　微生物研究室　越智章仁

バーにて開催された （図１）。バンクーバーは、
カナダ西部のブリティッシュコロンビア州南西部
に位置し、メディア関連の企業が多いことから「ハ
リウッドノース」とも呼ばれている。空の玄関口
であるバンクーバー国際空港には日本を含む多く
の国々からの直行便が就航しており、本学術集会
の参加者の所属機関も様々であった。
本学会の会場となった Vancouver Convention 
Centre （図１および写真１） は、2010 年冬季バ
ンクーバーオリンピックの際にはメディアセン
ターとして活用され、敷地内には2010年の冬季
オリンピック聖火台 （写真２） が展示されている。

学会の概要
米国では、獣医病理学は解剖病理学と臨床病理
学に大別され、解剖病理学は解剖病理や組織検査
を、臨床病理学は細胞診断や血液検査をはじめと

図１　バンクーバー （★） はカナダの西海岸に位
置する都市である. 赤色の網掛けはブリ
ティッシュコロンビア州を示す 写真１　Vancouver Convention Centre

★
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する臨床検査を網羅する。そのため、獣医病理学
をテーマとする本学術集会は、American College 
of Veterinary Pathologists （ACVP 、米国獣医病理
学会） とAmerican Society for Veterinary Clinical 
Pathology （ASVCP 、米国獣医臨床病理学会） の
共同開催となっている。ACVPは1949年に設立さ
れ、獣医学関連の学術団体としては米国で最も長
い歴史を持つ。また、専門医制度が定着した米
国において、ACVP の定める解剖病理専門医は取
得が困難な資格として知られている。ASVCP は
1965年に設立された学術団体であり、臨床病理
専門医の認定を行なっている。2017年時点で、
ACVP および ASCVP認定の専門医は全世界で 
1600 名程度である。
本学術集会では、468 題（基調講演 72 題、
口頭発表 107 題、ポスター発表 289 題）の発
表が行われ、pre-Meeting Workshopならびに
post-Meeting Workshopでは人病理学・獣医病理
学における最新の知見が披露された （写真３）。

発表演題は、イヌやネコなどの愛玩動物だけでは
なく、ウマやウシなどの産業動物、野生生物、ラッ
ト・マウスなどの実験動物まで多岐にわたってい
た。また、昨今の社会情勢から、獣医病理学に法
医学的見地を取り入れようとする動きがある。法
医学と病理学は同じ学問のように誤解されること
があるが、病理学が疾病診断や発病機序の解析に
重きを置くのに対し、法医学は司法判断のための
科学的検査を目的とする。そのため、本学術集会
では、数年前から法医学に関する特別セッション
が設けられている。
以下に、私が発表した演題を紹介する（写真４
および図２）。

◯馬多結節性肺線維症の一例
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所） 

背 景：馬多結節性肺線維症 （EMPF） は、肺間質の
進行性線維化を特徴とする呼吸器疾患で、病変形
成には馬ヘルペスウイルス ５ 型が関与している。
EMPF は2007 年に米国で初発例が報告されて以
降、欧州や豪州の高齢馬での発生が報告されてい
る。しかし、日本では未だ報告がない。
症例：症例は、サラブレッド種 （14 歳、セン） で、
約1ヶ月にわたって発熱、元気消失、食欲不振な
らびに炎症マーカーである血中 SAA 値の上昇が
認められた。抗生物質および消炎剤の投与などを
行なったが症状は緩和せず、動物福祉の観点から
安楽殺に処した。
成績：解剖時、肺実質には多病巣性から融合性、
褐色から白色、最大径 3 cm の結節が散在してい
た。そのほか、右後肢のフレグモーネならびに右

写真３　pre-Meeting Workshop (Pathology of 
the Liver: What’s New and What’s Still 
True in the 21st Century) の様子 写真４　発表ポスター （手前）

写真２　 オリンピックの聖火台
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飛節における関節液の増量と線維素の析出が認め
られた。病理組織学的には、肺間質の重度の線
維化、II 型肺胞上皮細胞の過形成ならびに炎症細
胞の浸潤が認められた。肺胞内に浸潤するマクロ
ファージには、好酸性核内封入体が確認された。
また、PCR および in situ hybridization によって、
肺から EHV-5 遺伝子が検出された。
結果：本症例の肉眼、組織学的所見は、EMPF の
特徴と一致する。また、肺からEHV-5 遺伝子が検
出されたことから、本症例は EMPF と診断された。
本発表に関して、日本やアジアにおけるEMPF
の発生率などに関する質問を受けた。日本を含め
たアジアにおいて、これまでEMPFの報告はない。
しかし、EMPF に関連する EHV-5 はほぼ全ての
馬群で検出されることから、あらゆる地域で発生
する可能性があると考えられる。また、ヒトの肺
疾患の研究者から、ヒトにおける特発性肺線維症 
（IPF） との関連性について質問があった。EMPF 
と同様、IPF もヘルペスウイルスが関与し、組織
修復性 M2 マクロファージから産生される各種サ
イトカインによって肺の線維化が惹起されると考
えられている。一方、EMPF では、これらサイト
カインなどの検索は行われておらず、今後の研究
の進展が望まれる。

以下に、本学術集会で興味深かった演題を記す。

○Gammaherpesvirus-5 replicates in pulmonary 
alveolar macrophages and is associated with 
a CD3-driven MAC387+ histocytic response in 
equine multinodular pulmonary fi brosis

Brieuc G.A. Cossic ら （Cornell Univ.）
馬多結節性肺線維症 （EMPF） は、肺胞壁におけ
る重度の線維化とⅡ型肺胞上皮細胞の過形成を特
徴とするウマのウイルス性肺疾患であり、ウマヘ
ルペスウイルス5型 （EHV-5） が関与することが知
られている。しかし、EMPF の発症機序には未だ
不明な点が多く、肺における EHV-5 の標的細胞
も明らかにされていない。一方、線維化を特徴と
する肺疾患として馬特発性肺線維症 （EIPF） があ
る。しかし、EIPF には EHV-5 の感染が見られな
いことから、両者は異なる疾患であると考えられ
ている。
人の特発性肺線維症の研究から、肺線維症の
発症には組織修復性M2マクロファージが関与す
ることが明らかになっている。そこで、演者ら
は EMPF および EIPFの病変部に浸潤するマクロ
ファージの同定を試み、さらに EHV-5 の標的と
なる細胞を検索した。また、膠原線維および筋線
維芽細胞の増殖ならびにⅡ型肺胞上皮細胞の過形

図２　発表ポスター
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成の程度を、EMPF 、EIPF ならびに健常馬で比較
した。
EHV-5 感染細胞の同定には、EHV-5 mRNAを特
異的に検出する RNA in situ hybridization を用い
た。さらに、炎症性細胞、筋線維芽細胞ならびに
II型肺胞上皮細胞の同定は、免疫組織化学的染色 
（Iba1、CD3、CD20、CD79α、MAC387お よ び
CD204） によって行った。膠原線維の評価のため、
マッソン・トリクローム染色を行なった。
健常馬と比較して、EMPF では筋線維芽細胞の
顕著な増殖ならびにII型肺胞上皮細胞の過形成が
認められた。また、CD3陽性T細胞、M1様マクロ
ファージの病変部への浸潤が認められた。EIPF 
と比較して、EMPFの病巣に浸潤するM1様マク
ロファージは有意に多く、MAC387陰性のM2様
の肺胞マクロファージにおいて EHV-5 の遺伝子
が検出された。これらの所見から、EMPF では、
EHV-5 はM2様マクロファージに感染することが
明らかとなった。また、M2様マクロファージが
線維化に関与していると考えられた。
EMPFは慢性に進行する呼吸器疾患であり、有
効な治療法はない。今回、M2マクロファージが
関与していることが明らかとなった。EMPFのよ
り詳細な発病機序が明らかにされることで、治療
法の確立が期待される。

◯Panfungal next-generation sequencing of 
formalin-fixed, paraffin-embedded animal 
tissues enables identification of mixed fungal 
infections
Courtney Meason-Smithら （Texas A&T Univ.）
組織切片中に存在する真菌の同定は、菌糸や嚢
胞の形態学特徴などに基づいて行われてきたが、
近年はPCRなどの分子生物学的手法が頻繁に用い
られている。しかし、PCRによる真菌同定には、
いくつかの課題がある。一つは、組織がホルマリ
ン固定されていることである。ホルマリンによっ
て、真菌のDNAが変性・分解されるため、PCRに
よる遺伝子の増幅は困難となる。二つ目は、真菌
を同定するためには、様々な種類の真菌の遺伝子
を増幅できる汎用PCRが必要となる。三つ目の課
題として、複数種の真菌が存在する場合である。

2015年の本学術集会において、演者らはホル
マリン固定パラフィン包埋 （PPFP） 組織を検体と
する汎真菌 PCR を新たに確立し、その増幅産物
をダイレクトシークエンス解析する手法を報告し
た。検索した 128 症例のうち、約 70% の症例で
は真菌の同定ができたが、21% の症例では PCR 
は成功したにもかかわらず塩基配列を得ることが
できなかった。演者らは、組織に複数の真菌が存
在することが原因と考え、次世代シークエンサー 
（NGS） を用いた解析を行うこととした。
病理組織学的に真菌が観察された PPFP 組織 

（50 症例） から抽出した全 DNA を検体とし、NGS 
（Illumina Mi-Seq） で解析した。用いたプライマー
は Internal Transcribed Spacer （ITS） に設計した。
得られたシークエンス配列を真菌 ITS データベー
スと照合し、菌種を同定した。
その結果、３症例において複数種の真菌が共感
染していることが明らかとなった。その他の 47 
検体からは、単一の真菌が同定された。
組織切片中に存在する真菌は、形態学的特徴な
どに基づいて種を予想されることが多く、種を同
定するためには培養が一般的である。しかし、培
養が困難な種も存在する。
本演題では NGS を用いることで、病変を形成
している真菌を同定できることが示された。現
在、Texas A&T大学では、商業的に従来の汎真菌
PCR検査を実施している（http://tvmdl.tamu.edu/
tests/panfungal-pcr/）。汎真菌NGS検査の導入に
より、精度・感度の向上が期待される。

◯Retrospective study of fatal pneumonia in 
racehorses

Francisco R. Carvallo ら （UC Davis）
競走馬において、下部呼吸器疾患は大きな問
題であり、パフォーマンスに大きな影響を与え
る。また、調教への悪影響ならびに診療による経
済的負担も計り知れない。下部呼吸器疾患を引き
起こす要因として、長距離輸送、誤嚥、免疫不全
や過度のストレスなどが知られている。UC Davis 
Caliornia Animal Health and Food Safety laborato-
ry （CAHFS） では、California Horse Racing Board 
（CHRB） に所属する競走馬の死後検査を実施して
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おり、本演題では下部呼吸器系疾患 （肺炎、気管
支肺炎あるいは胸膜肺炎など） が認められた症例
について発表された。
症例は、California Horse Racing Board に登録
されている競走馬83頭で、検索期間は2005年１
月１日から2014年12月31日である。死後検査で
は、呼吸器に加えて主要な組織を採取し、病理組
織学的ならびに細菌学的検索を実施した。一部の
症例では、糞便検査あるいは脾臓に含まれる重金
属の測定を行った。病理学的には、胸膜肺炎 （肺
実質ならびに臓側・壁側胸膜における炎症）、気
管支肺炎 （胸膜炎は伴わない、気管支を中心に肺
実質に首座する炎症）、胸膜炎 （臓側・壁側胸膜
における炎症）、塞栓性肺炎 （血管炎から波及す
る肺実質の炎症） ならびに間質性肺炎 （肺胞壁に
おける炎症とⅡ型肺胞上皮細胞の過形成） に分類
した。
死後検査した 83 頭の内訳は、牝 38 頭、牡 12 
頭、騸 33 頭で、年齢は２～９歳であった。季節
別の内訳では、春 20 頭、夏 25 頭、秋 22 頭な
らびに冬 16 頭であった。病態別では、59頭で胸
膜肺炎が見られた。続いて、気管支肺炎 （15頭）、
胸膜炎 （４頭）、塞栓性肺炎 （３頭）、間質性肺
炎 （２頭）であった。なお、間質性肺炎の１例は
EHV-5 感染による馬多結節性肺線維症であった。
病変の分布によって胸膜肺炎ならびに気管支肺炎
を分類すると、表１に示す結果となった。
胸膜肺炎、気管支肺炎、塞栓性肺炎および胸膜
炎の74症例から細菌分離を試みたところ、114種
の細菌が分離された （表２）。
現役競走馬の下部呼吸器疾患を病理学的に検索
した文献は多くないことから、本演題は非常に興
味深い。今後の病理解剖および病理組織学的検索
に活用したい。

○Equid Herpesvirus 5-associated dermatitis in 
two horses in Oregon, USA

Christiane V Löhrら （Oregon State Univ.）
ウマヘルペスウイルス５型 （EHV-5） に関連す
る皮膚炎は、単純ヘルペウイルスによる多形紅斑
に類似する皮膚疾患である。本疾患の発生は極め
て稀で、ドイツの成馬での発生が報告されている
のみである。
演者らは、米国オレゴン州の異なる農場で繋養
されていたウマに本疾病を認めた。症例１は、騸、
19 歳のサラブレッド種である。症例２は、雌、
年齢不詳のアメリカン・ペイント種である。とも
に、外鼻孔周囲の皮膚は肥厚し、痂皮が付着し
ていた。症例１の鼻翼皮膚を病理組織学的に検索
したところ、表皮の重度過形成、角化細胞のアポ
トーシスを伴う過角化、糜爛ならびに角化細胞の
核内封入体が認められた。真皮では、中等度のリ
ンパ球・組織球性界面皮膚炎ならびに色素失調が
みられた。症例２でも、同様の病変が認められ、
慢性の紫外線照射による重度の弾性線維症および
血管硬化もみられた。EHV-5 の検出には in situ 
hybridization を用いた。その結果、多数の角化細
胞に EHV-5 遺伝子が検出された。
EHV-5関連性皮膚炎は極めて稀な疾病であり、
報告された２例は北米での初発例であった。EHV 
が引き起こす皮膚炎としてEHV-2 関連性真皮炎
が知られている。この疾患は、真皮に主座する多
核巨細胞を伴う肉芽腫性炎を特徴とする。一方で、
EHV-5 による皮膚炎は、表皮・真皮境界部へのリ
ンパ球・組織球の浸潤が特徴であり、人のヘルペ
スウイルス性多形紅斑に類似する。また、EHV-5 
は肺線維症に関与することが知られており、本ウ
イルスのもつ多様な病原性は非常に興味深い。

表１　胸膜肺炎ならびに気管支肺炎の病変分布
右葉 左葉 両葉

胸膜肺炎
　頭腹側 4 1 16
　尾側 5 0 2
　瀰漫性 7 1 23
気管支肺炎
　頭腹側 1 2 2
　尾側 7 1 0
　瀰漫性 1 0 1

表２　 分離された主な細菌
分離細菌 分離頭数
Streptococcus zooepidemicus 53
大腸菌群 10
Actinobacillus spp. 10
Pasteurella caballi 4
Fusobacterium spp. 3
Klebsiella spp. 3
Staphylococcus spp. 3
Clostridium spp.
Pseudomonas aeruginosa

3
25
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平成29年11月17日から21日の５日間アメリカ
 サンアントニオ（Henry B. Gonzales convention 
centerコンベンションセンター）で行われたAAEP
（ American Association of Equine Practitioners）
コンベンション2017に参加したので、その概要
を報告する。

概要
アメリカ馬臨床獣医師協会（American Associa-
tion of Equine Practitioners） は、ウマの健康と福
祉の向上のため1954年に設立された協会で、世
界61か国、約9300人の馬臨床獣医師が所属して
いる。AAEPコンベンションはアメリカのみなら
ず世界各国から馬臨床獣医師の集まる学会として
知られている。2017年のAAEPコンベンションは
平成29年11月17日から21日まで、アメリカ合衆
国テキサス州サンアントニオの Henry B. Gonzales
コンベンションセンターで開催された。
サンアントニオはアメリカテキサス州の南部に
位置しており、メキシコとの国境が近く、文化や

学 会 報 告

AAEP（American Association of Equine 
Practitioners）コンベンション2017に参加して

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　黒田泰輔

食事もメキシコの影響を強く受けている街であ
る。また、ヒスパニック系住民が多く、スペイン
語の看板も多く見かけた。気候は非常に暖かく、
11月ではあったが長袖では非常に暑く感じた。
サンアントニオは観光地として人気がある都市
で、川沿いの散歩道リバーウォークとアラモ砦が
有名である。リバーウォークは町の中心を流れる
リオグランデ川の散歩道で、その周辺に多くのレ
ストランやショップが並び、アメリカのベネチア
と呼ばれている。アラモ砦はテキサス独立戦争（メ
キシコからの独立）の激戦地として知られ、世界
遺産に登録されている。1845年にテキサス共和

会場であるHenry B. Gonzalesコンベンションセンター

サンアントニオの位置

リバーウォーク
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国はアメリカ合衆国に加盟したが、アメリカの中
でも独立心が強い州として知られており、アラモ
砦は独立の象徴として州を代表する観光地である。
AAEPは最先端の研究を報告する学会というよ
りは、臨床獣医師が日々の診療の中ですぐ改善で
きることを示す教育講演の側面が強い学会であ
る。演題数は100題程度で、本年は特に蹄葉炎、
眼科、内視鏡に関してセッションが行われた。
私は、Hot topicsのセッションにおいて15分
間の口頭発表を行った。会場はメインルームの

Hemisfair ballroomであったが、非常に大きな会
場で大変緊張したが何とか無事に発表することが
できた。

以下に、私が発表した演題の要旨を記す。

◯日本におけるサラブレッド競走馬とウマ獣医師
のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の感
染と保菌について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所） 
背景
2009年からJRAの２つの競走馬診療所におい
て連続的にウマのメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）感染症が発生した。これらの症例の治
療は非常に困難であり、死に至る症例も認められ
た。ウマにおけるMRSAは健康馬が保菌し、ウマ
同士の接触によって伝播すること、また、獣医師
などの獣医療関係者が保菌し、医療行為によって
ウマに伝播することなどが知られている。しかし、
日本における健康馬のMRSA保菌状況やウマ獣医
師の保菌に関する報告はなく、我々の症例で認め
たMRSA株がどのような経路で伝播しているか不
明な現状にある。本研究の目的は、伝播経路を解
明するため健康な日本のサラブレッド競走馬およ
びそれらの医療に従事するウマ獣医師のMRSA保
菌状況を調査し、今後のMRSA感染症の発生と伝
播を防止することである。

材料および方法
まず、サラブレッド競走馬の調査としてJRAの
２つの調教施設で繋養されている健康馬600頭を
ランダムで選択し、滅菌綿棒を用いて鼻腔スワブ
を採取した。また、JRAの競走馬診療所に所属す
る獣医師53名と、同診療所に従事する事務職員
16名の鼻腔スワブを採取した。MRSAの分離と同
定は既報およびClinical & Laboratory Standards 
Institute （CLSI）基準に基づき実施した。分離さ
れたMRSA株とMRSA感染馬から分離されたMRSA
９株に対し、SCCmec 、MLST 、PFGEの３つの遺
伝子型別検査を実施した。

テキサス州旗を掲げるアラモ砦

発表会場Hemisfair ballroom

発表風景
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結果
600頭の健康な競走馬からMRSAは分離されな
かった。一方、２つの競走馬診療所の獣医師16
名からMRSAが分離され、保菌率は30.1％であっ
た。また、２つの競走馬診療所の事務職員から
MRSAは分離されなかった。遺伝子型別検査の結
果、感染馬から分離されたMRSA9株はすべて同
一の遺伝子型であり、SCCmec II-ST5 型であった。
一方で、獣医師株は２パターンに分かれ、感染馬
と同じSCCmec II-ST5型が10株とSCCmec IV-ST8
型が６株であった。直接的に遺伝子学的相同性を
調査するPFGEにおいて、獣医師および感染馬か
ら分離されたSCCmec II-ST5 16株のうち13株は同
一配列を示し、他の３株も主要な13株とわずか
２本のフラグメント差であった。既報ではPFGE
について２から３本以内のフラグメント差であれ
ば極めて高い確率で同一株であることが報告され
ており、SCCmec II-ST5 型16株は同一もしくは極
めて近縁の株であることが示された。

考察
日本の健康なサラブレッド競走馬からMRSAは
分離されず、現状日本の競走馬にMRSAが蔓延し
ている可能性は低いことが示された。一方、競
走馬診療所の事務職員ではMRSAの保菌を認めな
かったが、獣医師の保菌率は極めて高く、診療に
よって獣医師がMRSAを保菌してしまうリスクが
あることが示された。また、遺伝型別検査の結果、
感染馬と獣医師のMRSA株の遺伝子学的相同性が
確認され、２つの競走馬診療所においてMRSAが
ウマ―獣医師間で伝播していた可能性が示され
た。以上の成績に基づき、JRAの２つの競走馬診
療所では伝播を防止するため獣医師の衛生対策を
実施している。

講演後の質疑応答では、MRSA感染症の治療法
と伝播の方向性に関する質問を受けた。それに対
してウマのMRSA感染症の治療は極めて困難であ
り、感受性抗菌薬を使用しても改善できなかった
ことを伝えた。また、感染の方向性（ウマから獣
医師なのか獣医師からウマなのか）については、
証拠となるデータはないが、一方の方向というよ

りは相互に伝播しあっている状況を疑っていると
返答した。

以下に、本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。

○Maternal Vaccination Against Poly-N-acetyl 
Glucosamine (PNAG) Protects Foals Against In-
trabronchial Infection With Rhodococcus equi 
ポリ-N-アセチルグルコサミン（PNAG）の母体ワ
クチン接種は、Rhodococcus equiによる気管支感
染を防御する

Noah Cohen （Texas A&M University） 
ポリ-N-アセチルグルコサミン（PNAG）はブド
ウ球菌、連鎖球菌、大腸菌、クロストリジウム属
菌など多くの細菌の表面に発現している糖タンパ
ク質で、各種の病原性に関与している。また、細
菌同士の接着因子でもあり、細菌が抗菌薬などか
ら身を守るために作るバイオフィルムの形成にも
必要な因子である。近年、この糖タンパク質に対
するワクチンが開発され、ヒトおよび動物医療で
研究が進んでいる。現在ヒトやウマで使用されて
いるワクチンは、それぞれ特定の細菌にのみ防御
効果を有するものであるが、PNAGワクチンはこ
の糖タンパク質を持つすべての細菌に防御効果が
期待できる画期的なワクチンとして期待されてい
る。
本報告では、このPNAGワクチンを妊娠馬に投
与し、子馬のロドコッカス感染症の防御効果につ
いて実験を行った。出産前６週と３週にPNAGワ
クチンを接種した妊娠馬12頭をワクチン接種群
とし、同時期に生理食塩水を投与した7頭を対照
群とした。出産28日後に、子馬に対するRhodo-
coccus equiの感染実験として1×106の細菌を気
管内投与し、肺炎の発症率を比較検証した。その
結果、対照群の子馬は７頭中６頭がRhodococcus 
equiによる肺炎を発症したが、ワクチン接種群の
子馬は12頭中１頭のみの発症で、極めて高い防
御機能を有していることが示された。　
PNAGワクチンは母体を通して子馬にRhodococ-
cus equiに対する感染予防効果を与えていること
が示された。このPNAGを有する細菌としては、
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競走馬の輸送熱の原因菌と知られているStrepto-
coccus zooepidemicus 、ウマの下痢症を引き起こ
すClostridioides diffi  cile 、私の発表にもあった治
療困難な薬剤耐性菌MRSAなどが含まれており、
このワクチンが成馬に対しても効果があるのであ
れば、競走馬に発生する多くの感染症が予防でき
る可能性がある。臨床応用には認可などを含めて
まだまだ時間を要するが、研究者とメールで連絡
を取りながら、競走馬への応用も模索していきた
いと考えている。

○Judicious use of antimicrobials
抗菌薬の適正使用
AAEP antimicrobials use guidelines
AAEP抗菌薬使用ガイドライン

Wendy Vaala （Merck Animal Health）
Pharmacology of Antimicrobial agents used in 
horses
ウマで使用されている抗菌薬の薬理学について

Mark G  Papich （North Carolina University）
Hot topics in antimicrobial resistance
抗菌薬耐性菌のホットトピック

Scott Weese （Guelph University）
本年のAAEPでは抗菌薬の適正使用と題したシ
ンポジウムが開催された。現在、AAEPは抗菌薬
に関する特別委員会を設置し、ウマに対する抗菌
薬治療ガイドラインを検討している。その背景に
は、急増する薬剤耐性菌感染症がある。薬剤耐性
菌感染症は主にヒトの院内感染を中心に発生して
きたが、近年では動物にも発生してきており、中
でも動物からヒトへの伝播が問題となってきてい
る。WHO（世界保健機関）は2015年より『One 

health approach』として、ヒト医療のみならず
獣医療も含めた抗菌薬の適正使用と、それによる
耐性菌感染症の発生予防を進めており、AAEPも
ガイドラインを検討することとなった。
このシンポジウムにおいて、特別委員会のメン
バーであるMark G Papich教授から、薬物動態に
基づく抗菌薬投与に関する講演が行われた。内容
としては私が現在取り組んでいる薬物動態学と薬
力学に基づく投与法の設定、薬物の組織移行性、
最少発育阻止濃度の測定、薬剤感受性試験の解釈
に関することなど幅広い教育講演であった。また、
Scoot Weese教授からは、現在報告されているウ
マにおける薬剤耐性菌感染症の報告が示された。
Weese教授はウマの細菌学研究の第一人者であ
り、私が発表したMRSAの研究でも知られている。
講演後に私から質問を行った。JRAではカルバ
ペネム系やグリコペプチド系抗菌薬しか効果が期
待できない薬剤耐性菌感染症例が発生している。
しかし、WHOはこれらの抗菌薬をヒトにとって
非常に重要な抗菌薬と位置付け、獣医療にも慎重
な使用を呼び掛けており、ウマに使用して良いの
かどうか議論がある。これらの抗菌薬について
AAEPガイドラインはウマへの使用をどのように
検討していくのかを質問した。耐性菌の研究をし
ているScoot Weese教授は、慎重な使用、特に命
にかかわる重篤な症例を中心に使用するべきとい
う考え方であったが、Mark G Papich教授は他に
代替薬がない多剤耐性菌感染症であれば、副作用
の問題はあるが使用しても良いのではないかと述
べた。AAEPガイドラインは日本のウマ獣医療に
対しても大きな影響を与える可能性があり、これ
らの議論を注視していく必要があると考えている。
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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２号の紹介）

時事解説
本章は、大災害に際してウマの福祉やウマ産業
の関係者の生活の質の維持や改善を願う全ての馬
主、管理者、厩務員、獣医師/科学者あるいはそ
の他の関係者に対する警鐘である。水、食糧、燃
料、避難所、医療―自分や所有するウマ、家族/チー
ムメンバー、ペット、家畜の生存に不可欠なこれ
らのものを、昨年、海岸沿い、中心部、米国中の
都市、町や村、さらには他の国々にまで、数百万
人が被害を受けたような大災害に直面した場合、
どうやって入手するのか。牧場や厩舎の周辺に、
ウマを外へ避難させることができないくらい早い
速度で水位が上昇したり、火の手が回って来たり
した場合、どうすればよいのか。自身やウマが輸
送中に自動車事故に巻き込まれたり、伝染性疾患
の発生によって足留めを余儀なくされたりしてし
まった場合どうすればよいのか。一生涯のうちに
我々や所有する動物に起こり得る、そして実際に
起こる多くの弊害に、「我々と我々の人生の大き
な部分を占める動物達を守るためのあらゆる災害
に対する機能的な防災計画の作成に際して、我々
は細心の注意を払ってきたであろうか。」という
質問に対して、果たして「はい」と答えることが
できるであろうか。人口や動物数の爆発的増加と
ともに気候変動によって深刻化する異常気象に遭
遇する機会が増加している時代において、起こる
か起こらないかの問題ではなく、何らかの程度で
我々の一人一人にいつ起こるのかという問題なの
である。13年（あるいはそれ以上）の年月がかかっ
たが、馬産業に携わる全ての者は目覚め、自分自
身、家族、経済、国や世界にとってかけがえのな
い自らの生命およびウマに対して責任を持たなけ
ればならないという使命を心に留める時が来た。
2005年のハリケーン・カトリーナとリタ以降、
動物に関する問題が地域における緊急計画に関す

る議論の焦点になっており、特にペットの生命を
救うことは人間の生命を救うことに繋がる。動物
に対する対策がある場合には、人々はより安全な
場所に避難する傾向がある。米国の多くの地域は
大きく前進し、繰り返し災害に襲われてきた地域
（フロリダ州沿岸、ルイジアナ州やミシシッピ州
の一部地域、テキサス州、カリフォルニア州など）
では積極的な防災計画の策定を最優先にし、また
ルーチンとしてきた。しかしながら、地域社会レ
ベルでは、自己満足と個々のリスクに関する状
況認識の欠如が普通の状態であることは明らかで
ある。最近および過去の災害時には、英雄、救わ
れた生命、成功した事例にまつわる話が多くある
が、損害は増え続けている。これらの損害の多く
は、何度も何度もおこる同じ過ちの繰り返しであ
る。ウマの所有責任者が機能的な防災計画を持つ
必要があることに気づくために、ハリケーン・カ
トリーナ、サンディ、ハービー、マリアあるいは
大規模な山火事などの災害を果たして本当に話題
に持ち出さないといけないのだろうか。ウマおよ
びウマと絆で結ばれている人々にとって、2018
年そして将来をより強く、より明るく、そしてよ
り良いものにするために、この威厳のあるウマと
いう動物に対する本当の注意喚起として2017年
に起こった出来事を取り上げることにする。家庭、
農場、牧場、仕事、地域社会の防災計画を強化す
るために、自分たちの地域社会において協調し力
を合わせて取り組もう。
地域社会の防災計画の策定を支援するために利
用できる多くの資源をよく把握するための時間を
かけなさい。まず初めに米国獣医師会（AVMA）、
米国馬臨床獣医師協会（AAEP）や州の農業改良
普及事業や地域緊急対策チームに目を向けると良
いだろう。
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https://aaep.org/horsehealth/disaster-planning-
horse-farms https://ebusiness.avma.org/
https://training.fema.gov/emiweb/downloads/
is10comp.pdf

連絡先：
Rebecca McConnico, DVM, PhD, Dipl ACVIM (LA) 
rmcconn@latech.edu 
(318) 257-2418 
Louisiana Tech University 
Ruston, Louisiana

国際情報
2017年第４四半期
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ウマ
の疾病の報告があった。
アフリカ馬疫（AHS）の孤立症例が南アフリカ
で発生した。本症は、南アフリカにおけるAHS感
染域とされているイースタンケープ州、フリース
テート州およびハウテン州で確認された。トルコ
では、定期的なスクリーニング検査によって、鼻
疽が１例確認された。
米国では、馬インフルエンザが４州で９件報告
され、テキサス州においては複数例発生した。英
国においても１件の発生が確認された。フランス、
ドイツ、南アフリカ、スイス、英国および米国では、
腺疫の発生が報告された。確認された腺疫の発生
数は、フランスで11件、ドイツで３件、南アフ
リカでは散発的な発生、スイスで３件であり、英
国では風土病で、米国では12州での発生が報告
された。馬ヘルペスウイルス１型（EHV-1）によ
る疾患が、フランス、ドイツ、アイルランド、日
本、南アフリカおよび米国で報告された。EHV-1
による呼吸器疾患は、アイルランド（５例）、日
本（１件）、南アフリカ（２例）および米国（様々
な州で広範囲）で発生した。EHV-1による流産は、
フランス（２例）、ドイツ（２例）、日本（５施設
でそれぞれ１例）および米国（２例）で確認され
た。EHV-1による神経疾患は、フランス（３件で
それぞれ１例）、ドイツ（１例）および米国（７
州でそれぞれ１件； G2254変異株による１件では

７例）で診断された。馬ヘルペスウイルス４型感
染に起因する呼吸器疾患が、フランス（18件）、
スイス（１例）および英国（３件）で報告された。
米国では流産が１例診断された。
馬ヘルペスウイルス２型および／あるいは５型
感染症が、米国のいくつかの州で発生し、呼吸器
疾患が認められる症例も見られた。馬伝染性貧血
の発生が、カナダ（アルバータ州で４例およびケ
ベック州で１例）、フランス（１例）および米国（テ
ネシー州で１例、カンザス州で２例およびモンタ
ナ州で複数例）で確認された。馬ピロプラズマ病
はフランスや南アフリカでは風土病であり、南ア
フリカの９州のうち６州で27例が診断された。
フランス、ドイツおよび韓国では、馬伝染性子宮
炎が確認された。フランスでは繁殖歴のない１歳
の牝馬が、輸出検疫で陽性を示した。ドイツでは
２例が陽性で、韓国ではどの四半期かは不明であ
るが、2,165頭のうち22例が陽性を示した。米国
のケンタッキー州で、レプトスピラ性流産が８例
診断された。ケンタッキー州で、サルモネラ菌血
清型B群感染が10例報告された。ワシントン州で、
馬ネオリケッチア症が１例発生した。
ロタウイルス性腸炎が、アルゼンチン（２ヶ月
齢のサラブレッド種の子馬における発生が異なる
施設で２件）およびフランス（１例）で確認された。
Lawsonia intracellularisに起因する増殖性腸症
が、米国のケンタッキー州（10例）とペンシル
バニア州（１例）で報告された。
Clostridium perfringens C毒素産生型によるクロ
ストリジウム腸炎／全腸炎が、ケンタッキー州
の６症例で認められた。米国では、2017年度第
４四半期に東部馬脳脊髄炎が30例確認された。
そのうちの12例はウィスコンシン州で診断され
た。
ウエストナイル脳炎が、米国の複数の州で合計
103例報告された。ニューヨーク州およびユタ州
では、それぞれ26例が発生した。ロドコッカス
関連疾患は米国では風土病であり、調査期間中
に8例が確認された。ハト熱の原因であるCoryne-
bacterium pseudotuberculosis感染は米国で風土病
であり、ワシントン州において１例診断された。
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皮膚リンパ管炎
リンパ系は、心臓血管系の重要な構成要素であ
り、リンパ管、リンパ節、扁桃、脾臓ならびに胸
腺から形成される。無色透明な液体であるリンパ
液は、毛細血管床における通常の栄養交換の際に
生じる漏出液からなる。リンパ液は、リンパ管に
よって局所リンパ節に運ばれ濾過され、リンパ節
での微生物、毒素および異物の免疫学的監視に役
立っている。リンパ液は濾過されると、リンパ管
によって再び大静脈に運ばれ、毛細血管から漏出
した液体を補うために最終的に循環系へ戻る。リ
ンパ管に炎症が生じ、リンパ液の漏出やうっ帯が
発生すると、リンパ系疾患が起こることがある。
皮膚のリンパ管の炎症である皮膚リンパ管炎は、
ウマでは稀であり、年齢、性別や品種による発生
傾向はなく、感染および非感染性両方の原因に
よって起こる。
皮膚リンパ管炎は、臨床的に四肢の腫脹、多数
の皮膚結節を特徴とする皮膚の異常所見として兆
候が現れ、膿瘍や瘻孔を形成し、また跛行を伴う
場合もある。皮膚リンパ管炎は、片側の後肢の遠
位部、飛節から蹄の間に生じることが多い。患肢
に認められる特徴的な所見によって、本疾患は一
般的に「big leg（大きな肢）」あるいは「fat leg（太っ
た肢）」と呼ばれる。
感染性皮膚リンパ管炎は、不衛生な環境や昆
虫による微生物の伝播に関連して認められてき
た。本疾患は散発的にウマで診断されるが、同じ
牧場内の複数のウマに同時に発生することもあ
る。リンパ系の感染は、様々な細菌による皮膚
創傷の汚染に続いて起こるが、最も一般的な菌
はCorynebacterium pseudotuberculosis（潰瘍性リ
ンパ管炎/ハト熱の病原体）である。しかしなが
ら、Staphylococcus sp. 、Streptococcus sp. 、True-
perella pyogenes 、 Rhodococcus equi 、Pasteurella 
haemolytica 、 Pseudomonas aeruginosa, Fusobac-
terium necrophorum 、 Actinobacillus equuliおよび
Burkholderia mallei （鼻疽の病原体）などの細菌
の単独あるいは混合感染もまた皮膚リンパ管炎を
起こし得る。さらに、Sporothrix sp.（スポロトリ
コーシスの病原体）あるいはHistoplasma farcimi-
nosum（伝染性リンパ管炎の病原体）などの病原

性真菌もまたリンパ系の感染症に関連している。
現在のところ、米国は鼻疽ならびに伝染性リンパ
管炎の清浄国である。感染性皮膚リンパ管炎の治
療法には、適切な抗生剤、非ステロイド性抗炎症
剤、水治療法や外科的な排膿などがある。
治療されないまま、あるいは治療の効果がない
場合には、皮膚リンパ管炎は慢性化する可能性が
ある。リンパ管の損傷によって浮腫性液体が皮下
組織に慢性的に波及すると、線維組織の沈着や恒
久的な肢の変形に至ることがある。このことから、
皮膚リンパ管炎の早期診断ならびに早期治療が重
要とされる。
 「Monday morning leg」としても知られている
特発性リンパ管炎のウマは、後肢遠位部が腫脹す
ることもある。この状態は、一般的に数日あるい
はそれ以上の長期間に亘って馬房内で飼養されて
いるウマや保定されているウマに認められること
がある。特発性リンパ管炎の原因はよく分かって
いないが、幸いにも症状は一般的に運動によって
改善する。
ケンタッキー大学獣医診断研究所では、皮膚リ

ンパ管炎は時々診断される。しかしながら、本症
はしばしば野外において獣医師によって診断され、
詳細な診断評価を必要としないため、通常の診断
申請では、正確な症例数は簡単には分からない。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky 

眼球の新生物 
新生物は組織が異常に成長したものであり、塊
状に形成される場合には、腫瘍として知られてい
る。新生物は良性（破壊的でない傾向がある）あ
るいは悪性（浸潤傾向や他の組織に拡散すること
がある）の場合がある。腫瘍が拡散することは、
転移として知られている。ウマにおいて眼球の腫
瘍は非常に稀であるが、眼付属器の腫瘍は意外に
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も一般的である。この部位において最も一般的に
診断される新生物は、サルコイド、メラノーマ、
扁平上皮癌である。また、リンパ腫や肥満細胞腫
などの他の腫瘍も認められることがある。ウマの
眼の周辺の腫瘍のほとんどは転移しないが、局所
侵襲性で、ウマの福祉や利用に重大な影響をもた
らすことがある。それ故に眼の新生物に対しては、
早期治療が強く推奨される。
サルコイドは、最も一般的なウマの皮膚腫瘍と
考えられており、様々な形態が認められる。眼の
周辺に発生するサルコイドは、しばしばより侵襲
性であり、眼瞼の筋肉組織に侵入し、特に上眼瞼
に認められることが多い。そのようなウマでは通
常他の部位にもサルコイドが認められるため、治
療が必要な病変部が他にあるかどうか特定するた
めに精査することが推奨される。従来、サルコイ
ドは治療されず放置されることが多かった。しか
し、多くは大きく成長し治療がより困難になるた
め、長期に亘る後遺症を避けるためには早期治療
が強く推奨される。治療法には、局所的化学療法
や病巣内化学療法、外科手術（レーザーメスを用
いた外科的除去が最も成功する）あるいは放射線

治療などがある。このような治療が難しい病変に
対して100％成功する治療法は一つもない。放射
線治療は最も成功率が高いと報告されてきたが、
少数の特殊な施設でしか利用できない。
メラノーマは芦毛のウマに最も一般的に認めら
れ、皮膚内のみあるいは眼球の構造に侵襲するこ
ともある。多くは良性の腫瘍と考えられているが、
芦毛ではないウマのメラノーマは悪性の傾向があ
り、芦毛のウマでもしばしば転移することがある。
皮膚メラノーマはたいてい外科的切除によって治
療できるが、メラノーマが眼内にある場合には眼
球摘出が必要となることが多い。眼内のメラノー
マの外科的除去は成功することがあるが、非常に
高度で特別な外科手術であり、適切な選択肢とな
ることは稀である。
一般的に扁平上皮癌は眼付属器で診断され、特
にこれらの部位に色素沈着の少ないウマに発生す
ることが多い。それらはやがて転移することがあ
るが、治療できる場合が多いため早期における完
全な外科的除去が推奨されるが、色素沈着のない
ウマではいずれ病変が再形成されるリスクがあ
る。症例によっては、放射線治療や局所あるいは
病巣内化学療法もまた有効となる場合がある。
リンパ腫は、眼球内や表面あるいは眼球周囲に
塊状に生じることがあり、進行に伴って認められ
る臨床症状は、発生部位によって異なる。孤立性
腫瘤のことがあるが、リンパ腫は他の離れた部位
にも発生している可能性が高く、非常に早期の発
見、治療がなされなければ、しばしば致死性とな
る。眼球および付属器の完全な外科的除去によっ
て治療できる症例もある。
肥満細胞腫は眼付属器に時々認められ、多くは
外科的に切除できる。ウマでは（イヌとは異なり）
悪性であることは稀である。
その他の腫瘍は稀であるが、様々な種類の腫瘍
が認められる。腫瘤を見つけた場合には、早期に
獣医師に治療を依頼することがウマのためによい
結果を得る最良の道である。

連絡先：
Anna Hollis, BVetMed, DACVIM, DipECEIM, 
MRCVS 写真：眼球の新生物
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anna.hollis@aht.org.uk 
Animal Health Trust 
Newmarket, United Kingdom

ハリケーン・ハービー：テキサス州のウマに対す
る影響と対応
ハリケーン・ハービーは、2017年８月下旬に
テキサス州の沿岸地域を襲った記録的な嵐であっ
た。嵐は地域をカテゴリー４の暴風で襲い、４日
間も続き、その降雨帯は内陸に100マイル、沿岸
を北に300マイルに及んだ。ハービーの降雨量は、
ヒューストンの大都市圏を浸水させ、ある地域
では60インチを超え、米国における単独の嵐で
の総雨量記録を更新した。暴風による被害ととも
に、膨大な量の降雨とそれに続く洪水が２週間に
わたって続き、人々、動物、土地や農作物に最も
甚大な影響を与えた。
洪水被害は何十万もの家屋に及び、30,000人
が避難し、17,000人以上が救助を必要とした。
被害が想定される地域に対する早期の州や国の災
害宣言は、まさに天の恵みであり、嵐の到達時に
すぐに避難時用物資が調達されまた救助活動が行
われた。最終的に、41郡がハリケーンによる被
害を受け、災害宣言が出された。これらの41郡
には、160万頭のウシ、88,000頭のウマ、ロバ、
ラバが飼育されている。近年、この地域の所々で
大規模な洪水が発生していたが、今回のような
1,000年に一度の事態において、家畜のオーナー
や緊急時の対応部署は何も準備できていなかっ
た。家畜のオーナーは安全であるはずの避難所に
動物を移動させたが、洪水による水位上昇がその
後も続き、再度危険に晒されてしまった。
緊急事態によって家畜のオーナーのなかには、
難しい選択を余儀なくされた者もいたが、事前の
準備がいかに報われたかという素晴らしい例が少
なくとも一つある。テキサスA＆M大学のパーソ
ンズ騎兵団およびヒューストン警察署騎馬隊は、
ヒューストン騎馬隊が騎兵団の士官候補生に群衆
整理術を訓練することと引き換えに、騎兵団は避
難の際には警察のウマを保護するという提携関係
を結んでおり、ハリケーン・ハービーの際に実際
にうまく機能した。

テキサス州動物衛生委員会（TAHC）は、動物
の災害緊急時対策の管轄調整機関であり、疾病を
除く動物に関する事象および緊急事態支援機能 
（ESF）の11項目の動物に関する活動に対応する。
ハリケーン・ハービーの際に、TAHCは36もの異
なる機関や団体の取り組みをとりまとめて調整し
た。ハービーホットラインには700件以上の要請
があり、スタッフは休むことなく、その要請にあ
う物資をマッチングした。所定の家畜避難施設の
リストは、インフォメーションセンターを通じて
要請者に配布された。知事承認に基づきTAHCは
避難したウマに対する馬伝染性貧血（EIA）陰性
証明を要求しなかった。米国立獣医研究所は、認
定EIA検査機関がEIA伝播リスク軽減のために避難
施設で実施する検査のガイドラインを速やかに策
定した。
最も一般的に認められた疾病は、長時間水中で
立ち続けたことによる四肢下部の皮膚損傷や、飼
料の変化によると思われる疝痛であった。テキサ
スA＆M大学の獣医緊急救助隊（VET）は、トリ
アージ、治療、避難所あるいは診療を継続してい
た提携動物病院への移送のため、５箇所に拠点を
置いた。情報を管理し、テキサス州や全国全土か
らのボランティアの獣医師や動物看護師の獣医医
療サービスを有効利用するために、データベース
が作成され関係機関で共有された。テキサス州獣
医師試験審査会は、他の州から援助に来た獣医師
に対して一時的な免許を発行した。ボランティア
申し込みや寄付の管理は、それ自体が困難な課題
であった。
状況が落ち着くにつれて、テキサスA&M大学
の農業生物学外活動部門や他の関連部署は、被災
地の13箇所に家畜のための補給地点を確立し、
寄付された多くの飼料や援助物資を配給した。米
国農務省野生生物局の航空機パイロットは、エア
ボート（訳注：航空機あるいは自動車用エンジン
によるプロペラ推進式の小型船舶）に乗ったボラ
ンティア達とともに、取り残された家畜の位置情
報を収集した。人の救助活動が完了し利用可能と
なった州兵のヘリコプターにより、取り残された
家畜に合計117トンの乾草を投下した。さらに多
くの乾草がエアボートや車両によって配られた。
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ハリケーン・ハービーの際、家畜のオーナーが、
家畜に対していかに責任ある行動をとったか、極
限状況時に、近隣住民や見知らぬ他人同士がどの
ようにして一緒に力を合わせて困っている人々を
助けたのか、多くの物語がある。ここで述べたよ
りもはるかに多くのより意義ある対応の取組みが
なされた。TAHCは、ハリケーン・ハービーでの
救助対応で皆が団結して示した素晴らしい成果の
一翼を担えたことを誇りに思っている。

連絡先：
Andy Schwartz, DVM 
Andy.Schwartz@tahc.texas.gov 
(512) 719-0715 
Texas Animal Health Commission 
Austin, Texas 

競走馬の故障：剖検の重要性
私は、「なぜ動物の剖検を必要とする者がいる
のか？」という質問によく答える。競走中に負傷
した競走馬の剖検プログラムに携わる獣医病理学
者として、私は一般の方々や馬産業のプロフェッ
ショナルから同様の質問を多く受ける。突然死し
たケースについて剖検が必要とされる理由を人々
は理解するが、筋骨格系の重篤な損傷を負ったウ
マに剖検が必要とされることについては理解が得
られにくい。
全てのスポーツ選手と同様に、サラブレッド競
走馬には、筋骨格系の酷使による損耗に一貫した
パターンが認められる。多くの人々に知られる、
似たような言葉として、「テニス肘」がある。スポー
ツに少し興味ある人々には、野球のピッチャーの
トミー・ジョン手術は、よく知られている言葉で
あり、同様にローテーターカフ（肩回旋筋腱板）
損傷はクォーターバックによく認められる疾病で
ある。
カリフォルニアで策定された剖検プログラムを
発端として、既存の病変と重篤な負傷との関連性
は長年に亘って記述されてきた。筋骨格系の致命
傷を負うウマの80%以上は、骨折に関連する潜在
的な前駆病変を有している。このことは、最終的
に重篤な事象は酷使の結果起こり、下手なステッ

プや馬場のくぼみによる単発的な事象ではないと
いうことを示唆している。ウマを注意深く検査す
ることによって、前駆病変と同様に重篤な損傷を
発見することができる。さらに、筋骨格系以外の
問題について対処できる。
死亡調査は、ウマに重篤な故障が発生した後に、
調教師、馬医療責任者と裁決委員によって実施さ
れる。調査の目的は、責任を問うことでなく、こ
の先発生する同様の損傷を防ぐための方法を啓発
し、実施することである。特定のウマに対する危
険因子を突き止め、将来的に治療できることを期
待して、ウマの健康全般や全身状態、調教やレー
スでの記録、剖検の結果が調査される。さらに、
調教師が、自身の厩舎スタッフや友人、同僚など
他者と経験を共有することで、得られた知識を広
めていくことが望まれる。臨床的に明らかでない
が剖検によって判明する健康問題、例えば運動誘
発性肺出血（EIPH）や胃潰瘍などに関しては話
題にすることが取組みに有用となる。非常に複雑
な状況においては、剖検によって所見は客観的な
ものになる。
剖検プログラムの最終目標は、ウマの損傷リス
クを軽減することであり、それにより巻きこまれ
る調教助手や騎手の危険を減らすことである。
ウマの重篤な故障は、騎乗者の損傷の主な原因
であり、最悪の場合には死に至ることになる。当
該馬にとっては、剖検は「手遅れ」かもしれない
が、全てのウマにとって、そして当該馬の関係者
にとって、その価値は計り知れない程高い。私達
は、この問題に対処するために、ウマ、騎乗者、
調教師および競馬コミュニティ全体に対して責任
を負っている。ウマの故障は避けることができな
いものではない。徹底した究明調査によって、私
達はウマの故障リスクを減らすことができる。

連絡先：
Laura A. Kennedy DVM, DACVP 
drlaurakennedy@uky.edu 
(859) 257-6393 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory Lexington, Kentucky
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炎症性気道疾患（infl ammatory airway disease: 
IAD）は、若馬において軽度～中等度の気道の炎
症と粘液貯留を示す疾患で、本疾患が原因である
咳嗽に悩まされる競走馬は多く、特に運動中の頻
繁な発咳はパフォーマンスの低下にもつながり大
きな問題である。炎症性気道疾患には細菌感染が
関与しているとも考えられているが、詳細は明ら
かになっていない。本研究は、馬の上・下気道の
細菌叢をメタゲノム解析により明らかにし、疾患
への関与を検討したものである。
被検馬として咳嗽が認められるサラブレッド競
走馬13頭を用い、気管支肺胞洗浄液に認められ
る炎症細胞数に基づき炎症性気道疾患群（IAD群）
と健常群に分けた。初回の検査後、IAD群および
健常群の一部（DEX群）に10日間デキサメタゾン
を筋肉内に投与し、健常群のうち無処置であるも
のをコントロール群とした。サンプルは処置前お
よび処置後に、それぞれ鼻咽頭スワブと気管洗浄
液を採取した。サンプルからDNAを抽出した後、
16S rRNAメタゲノム解析を行い、以下の結果を
得た。

1. 健常馬における上気道と下気道の細菌叢の違
い
健常群では、上・下気道ともに6門、50属の
細菌が細菌叢の主要な構成菌として認められ
た。上気道と下気道では細菌叢の構成に違いが
見られ、上気道ではMoraxella属、下気道では
Cupriavidus属が多く見られた。
2. 健常群とIAD群の細菌叢の違い
下気道の細菌叢は、健常群とIAD群の間で差
が認められた。IAD群では、健常群と比較し、
細菌叢中のStreptococcus属およびCandidatus_
Saccharibacteria門の占める割合が多く、Psy-
chrobacter属、 Rhodococcus属、Aerococcus属、
Hymenobacter属は少なかった。上気道におい
ては、健常群とIAD群で細菌叢の違いは見られ
なかった。
3. デキサメタゾンの影響
デキサメタゾンの投与は、DEX群及びIAD群
双方の下気道における細菌叢に影響を与えて
いた。どちらの群も、10日間のデキサメタゾ
ン投与後に下気道細菌叢中のStreptococcus属、

文 献 紹 介

馬の上・下気道における細菌叢：
健常馬・軽度咳嗽（炎症性気道疾患）罹患馬の
細菌叢の変化とデキサメタゾンの影響

Upper and lower respiratory tract microbiota in horses: bacterial communities associated 
with health and mild asthma (infl ammatory airway disease) and eff ects of dexamethasone

Stephanie L. Bond, Edouard Timsit, Matthew Workentine, Trevor Alexander and Renaud 
Leguillette

BMC Microbiology 2017, 17: 184

競走馬総合研究所　微生物研究室　内田英里



（233）

Bacteroides属などの占める割合が増加し、Can-
didatus_Saccharibacteria門の割合は低下した。
上気道では、デキサメタゾン投与による細菌叢
の変化は認められなかった。
気管洗浄液中のStreptococcus属菌（S. zooepi-
demicusやS. pneumonias）の存在は、下気道の炎
症と関係していることが分かっている（Wood et 
al, 1993）。これは、今回の検討でIAD群の下気道
における細菌叢中Streptococcus属の割合が高かっ
たことと矛盾していない。
また、デキサメタゾン投与が細菌叢に影響を与
えた原因としては、デキサメタゾンの免疫機能へ
の影響が挙げられるが、詳細については明らかに
なっていない。DEX群とIAD群でデキサメタゾン

の影響に差が見られなかった理由としては、下気
道の炎症がもたらす影響よりデキサメタゾンの影
響が大きかった可能性や、両群の差異がより詳細
な部分にあったために今回の検討では捉えきれな
かった可能性が考えられる。
本研究により、健常馬および炎症性気道疾患馬
における気道内細菌叢の違いが明らかになった。
著者らは、デキサメタゾンが気道内細菌叢に影響
することが、治療の機序として考えられると述べ
ている。本研究で用いたメタゲノム解析は馬では
腸内細菌叢の解析にしばしば用いられているが、
今後は気道内分泌物についても興味深い情報を得
ることができるかもしれない。
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文 献 紹 介

神経病原性ウマヘルペスウイルス1型感染症の治療に
おけるバラシクロビル塩酸塩の早期投与の有効性

Effi  cacy of the early administration of valacyclovir hydrochloride for the treatment of 
neuropathogenic equine herpesvirus type-1 infection in horses

Lara K. Maxwell, Bradford G. Bentz, Lyndi L. Gilliam, Jerry W. Ritchey, Nicola Pusterla, R. 
Eberle, Todd C. Holbrook, Dianne McFarlane, Grant B. Rezabek, James Meinkoth, Chase 

Whitfi eld, Carla L. Goad and George P. Allen

Am J Vet Res. 2017, 78(10): 1126-1139 

競走馬総合研究所　分子生物研究室　辻村行司

【はじめに】
米国では神経病原性のウマヘルペスウイルス
１型（EHV-1）感染による馬の脊髄脳症（Equine 
Herpesvirus Myeloencephalopathy [EHM]）の流
行が近年増加傾向にあり、競馬開催や馬術競技
会が中止になるなど大きな問題となっている。
EHMに対する治療法はまだ確立されていないが、
体内でのウイルス増殖の抑制を目的とした抗ヘル
ペスウイルス薬の投与が行われる場合がある。し
かしながら、本症に対する抗ヘルペスウイルス薬
の治療効果は科学的に証明されていない。本研究
は馬を用いた感染実験で、EHV-1感染症に対する
抗ヘルペスウイルス薬の有効性の評価を試みたも
のである。

【要約】
目的：
EHV-1感染症の治療におけるバラシクロビルの
予防的（感染前の投与）および治療的（感染によ
る発熱後の投与）投与の有効性を評価する。

材料と方法：
EHV-1に対する血清抗体価が陰性の20歳以上の
軽種馬18頭を１群６頭で予防群、治療群および
対照群（偽薬を投与）の３群に分けた。さらに各
群を３頭ずつ２群に分け、投薬期間をそれぞれ１
週間と２週間に設定した。予防群はEHV-1接種の
１日前、治療群は感染による発熱（38.5℃以上）
を確認した日を開始日として、最初の２日間は
８時間間隔で27mg/kg 、その後は12時間間隔で
18mg/kgのバラシクロビルを経口投与した。な
お、治療群に対するバラシクロビルの投与は、全
てEHV-1接種後２日以内に実施された（実験馬全
頭が２日以内に発熱）。EHM発症馬から分離され
た神経病原性のEHV-1株を経鼻接種し、ウイルス
量の測定のために鼻汁および血液を経時的に採取
した。EHM発症による運動失調は、改変したメイ
ヒューの運動失調重症度基準に従い、２名の獣医
師によって６段階にグレード分けされた（グレー
ド0：異常なし～グレード６：起立不能）。その他
の臨床症状の観察として、体温測定、一般状態の
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確認、心拍・呼吸数の計測、リンパ節の触診、鼻
汁・眼脂の性状の確認行った。また、経時的に血
漿を採取してアシクロビル（バラシクロビルの活
性代謝物）濃度を測定し、得られた値を用いて薬
物動態解析を行った。鼻汁および血中のウイルス
量、体温などの継時的データについて反復測定分
散分析を実施し、群間で有意差が認められた場合
に多重比較を行った（P<0.05）。運動失調のグレー
ドについては、１あるいは２以上の悪化を示した
馬の頭数を対照群とバラシクロビル投与群（予防
群と治療群の合算）の２群に分けて集計し、フィッ
シャーの正確確率検定で解析した（P<0.05）。ス
テップワイズ重回帰分析を用いて、血中ウイルス
量（ウイルス血症）とバラシクロビルの各薬物動
態パラメータの関連の強さを解析した。その結果、
最も関連が強かったパラメータについて、ウイル
ス血症を50%減少させる値（in vivo EC50）をシグ
モイドEmaxモデルに当てはめて推定した。なお、
治療群で１週間の投薬を行った１頭が、実験後の
解剖で慢性的な呼吸器疾患に罹患していたことが
判明したため、同馬の成績は解析から除外された。
結果：
投与方法（予防×治療）あるいは投与期間（１
週間×２週間）の違いでばらつきは認められたが、
バラシクロビル投与群では鼻腔からのウイルス排
出とウイルス血症が対照群と比較して有意に減
少していた。運動失調のグレードの１以上の悪化
（EHMの発症）を示した馬は対照群が６頭中４頭、
投与群が11頭中３頭で両群間に有意差はなく、
バラシクロビル投与によるEHMの発症リスクの低
下は認められなかった。一方、グレードの2以上
の悪化（EHMの重症化）を示した馬は対照群が６
頭中４頭、投与群が11頭中１頭で両群間に有意差
が認められ、さらに対照群では悪化を示した４頭
中２頭が起立不能に陥った（投与群の１頭は起立
不能に至らず）。したがって、バラシクロビルの
投与によってEHMの重症度が軽減されたと考え
られた。なお、発熱およびその他の臨床症状につ
いては、予防群で２週間の投薬を行った群のみで
対照群と比較して有意な抑制が認められた。バラ
シクロビルの薬物動態パラメータのうち、 ステッ
プワイズ重回帰分析でウイルス血症と最も強い関

連が認められたのは定常状態における血漿中のア
シクロビル濃度の最小値（Cmin(ss)）であった。そ
こで、各馬の血中ウイルス量の期間中の積算値と
Cmin(ss)をプロットしてシグモイド曲線を作成した
ところ、ウイルス血症を50%減少させるCmin(ss)（in 
vivo EC50）は0.89μg/mlと算出された。なお、バ
ラシクロビルの副作用は一般状態および血液性状
のいずれにおいても認められなかった。
結論：
馬を用いた感染実験において、バラシクロビル
投与はEHV-1接種後のウイルス増殖とEHMの重症
度を軽減した。ウイルス接種前に投与を開始して
２週間継続した場合が最も有効であったが、１週
間の投与あるいは感染による発熱後の投与でも一
定の効果が認められた。

【訳者所感】
本研究では、EHMの予防あるいは治療における
抗ヘルペスウイルス薬の有効性が初めて科学的に
証明された。示されたデータはバラシクロビルを
臨床現場で使用する際に参考となるもので、特に
興味深かったのはウイルス血症の抑制を指標にし
て算出した薬物の有効濃度（in vivo EC50）である。
抗ヘルペスウイルス薬の有効濃度は、これまで主
に培養細胞における増殖抑制を基に算出されてき
たが（in vitro EC50）、in vivo EC50の方が治療効果
をより反映するかもしれない。ただし、同値につ
いてはこれまでのデータの蓄積がないことから、
他のEHV-1株について算出するなど追試が必要と
考えられる。また、2009年に別のグループがバ
ラシクロビルの効果を検証した同様の研究を報告
しているが（Garré B et al. Vet. Microbiol. 2009. 
135: 214-221）、バラシクロビル投与はEHV-1接
種後のウイルス増殖と臨床症状を軽減しなかった
として いる。使用した馬の品種・年齢、接種した
EHV-1株に違いはあるが、両者で全く異なる結果
が示されていることから、バラシクロビルの有効
性を正確に評価するためには、追試あるいは野外
での使用成績を調査するなど引き続き検討が必要
と考えられる。
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学会見聞記

第32回日本整形外科学会基礎学術集会

第32回日本整形外科学会基礎学術集会は、沖
縄県の沖縄コンベンションセンターで平成29年
10月26日と27日に開催された。889演題の応募
演題の中から、739演題の一般演題が採択（採択
率83.1%）され、その内訳は講演が347演題、ポ
スターが297演題であった。また、一般演題以外
にも整形外科全般に関する幅広い内容のシンポジ
ウムやパネルディスカッション、特別講演および
教育研修講演が開催された。以下にその概要を報
告する。

◯多血小板血漿（PRP）はマクロファージの遊走
を介して腱の組織修復を促進する

西尾啓史ら（順天堂大学）
多血小板血漿（PRP）は、組織修復を促進する
治療として注目されている。演者らはマウス膝
蓋腱モデルを用いてPRPが早期の血管新生を誘導
し、コラーゲン線維の配列性を向上させ、修復を
促進することを確認している。一方、PRP投与に
より早期に炎症反応が誘発されるが、その作用に
関与する細胞や機序は不明であった。そこで本研
究ではPRPが局所に存在する細胞に直接作用する
のみではなく、PRPが修復に寄与する細胞（例え
ばマクロファージ（Mφ）など）を損傷部局所へ
リクルートすることで組織修復を促進すること、
加えて、細胞のリクルートは投与するPRPの“質”
が関係するという２つの仮説のもとに検討を行っ
た。
Mφが特異的にGFP陽性となるB6マウスの膝
蓋腱中央に部分欠損を作製した。WTマウスから
1mLの血液を採取し、血小板濃度を揃え、Leuko-
cyte Rich （LR）-PRP（白血球が全血以上に含まれ
る）とLeukocyte Poor （LP）-PRP（白血球が全血
以下）の“質”の異なる２種のPRPを作製し、膝蓋
腱欠損部に投与した。対照は膝蓋腱中央に部分欠

損のみを作製したPRP非投与群とした。PRP投与
後1/2/4/7/14/28/56日の修復過程の腱組織から
コラゲナーゼ処理で採取した細胞のフローサイト
メトリーを行い、投与したPRPに含まれていたM
φではなく、GFP陽性の遊走してきたMφ総数、
炎症性Mφ（M1φ）と組織修復Mφ（M2φ）の
推移を解析した。
PRP非投与群と比較して投与群で投与後１日目
から有意にGFP陽性のMφの増加を認め、４日目
からPRP投与群でM2φの割合が増加した。また、
PRP投与7/14日目のLP/LR群を比較すると白血球
を豊富に含むLR群において炎症に関与するM1φ
の遊走が高かった。
本研究から、演者の仮説のとおり、PRPは損傷
部にMφなどの修復に関与する細胞を遊走させて
組織修復に寄与する可能性が示唆された。また、
含有される白血球数の異なるLP/LR-PRPではLR-
PRPの方が炎症性Mφを強く誘導したことから、
細胞のリクルートにはPRPの質も影響する可能性
があることを報告した。

◯腱損傷治癒過程におけるテトラネクチンの役割
花香　恵ら（札幌医科大学）

テトラネクチンはヒト血漿中に存在し、プラス
ミノーゲン活性化促進作用を有する。テトラネク
チンは骨形成時や筋再生時に発現が増強している
こと、皮膚創傷や骨折の再生過程に影響を与えて
いることが報告されている。これまでに演者らは
テトラネクチンの発現は腱損傷３日後に最大とな
るが、７日後には消失してしまうこと、また、テ
トラネクチン遺伝子欠損マウスの損傷腱では血腫
形成および炎症反応が抑制され、その後のコラー
ゲン発現が遅延することから、損傷腱の早期治癒
過程において何らかの役割を有すると報告してき
た。そこで、本研究では腱損傷におけるテトラネ
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クチンの役割について腱修復早期の腱細胞に発現
するスクレラキシス（Scx）と成熟腱細胞に発現
するテノモジュリン（Tnmd）などの腱修復過程
に発現する他の腱分子マーカーとの関わりから検
討することとした。
生後10週の野生型マウスと遺伝子欠損マウス
を用いて、膝蓋腱損傷モデルを作製した。腱損傷
後2/4/6/8/10/12週まで腱組織の修復の状態を
組織学的に評価して、比較検討した。１型および
３型コラーゲンの発現を免疫組織学的に解析し、
それらの遺伝子発現についてはRT-PCRを用いて
評価した。
遺伝子欠損マウスでは損傷腱の炎症反応や１型
および３型コラーゲン生成が遅延するものの、両
群とも腱再生治癒過程は同様であった。また、遺
伝子欠損マウスの損傷腱であっても最終的に完全
治癒が得られ肉眼的・組織学的に腱脆弱性は認め
られなかった。ScxやTnmdの発現は野生型と遺伝
子欠損マウスの両群で認められた。また、腱成熟
のマーカーとなるTnmdの発現は野生型が遺伝子
欠損マウスよりも早期に増強されるものの、治癒
後期の発現量に有意な差は認められなかった。
本研究から、テトラネクチンは腱損傷後の早期
修復過程に関与するものの、遺伝子欠損マウスに
おいても完全治癒が得られたことから、腱治癒過
程への影響自体は少ないことが明らかとなった。
また、テトラネクチンはScxやTnmdの遺伝子発
現量には影響を与えなかったことから、これらの
マーカーとは独立して腱修復に作用する因子と考
えられた。では、このテトラネクチンが損傷直後
に一過性に発現が上昇する意味は何であるのかと
いう疑問が残る。発表後、テトラネクチンの血漿
中濃度を測定することで腱損傷のマーカーになら
ないかと質問したが、局所での短期の発現上昇で
あるため末梢血中の濃度に変化をもたらすほどの
変化は考えにくいとの回答であった。

（笠嶋快周）

◯日本人変形性膝関節症患者に対する多血小板血
漿関節内注射治療の安全性と有効性

谷口　悠ら（筑波大学）
演者らは変形性膝関節症（膝OA）患者に対し

て多血小板血漿（PRP）関節内注射治療を行って
いるが、その安全性や有効性を検証するための
データ解析を行った。
対象は50歳以上75歳未満、３ヶ月以上続く膝
関節痛で、visual analogue scale（VAS）35以上、
Kellgren-Lawrence分類1-3の日本人である。末梢
血36 mLを採血後、PRP作製キットを用いてPRP 
8.0 mLを抽出した。このうち6.0 mLを１週間お
きに計３回関節内に注射した。主要評価項目は注
射時および経過観察時間における有害事象発生の
有無とその詳細、副次評価項目はVAS 、変形性膝
関節症患者機能評価尺度（JKOM）、日本整形外
科学会膝痛疾患治療成績判定基準（JOA score）
として、治療前、３回目の注射終了後１、３、６
か月で評価した。
10名の患者（全例女性、平均年齢60.2歳、平
均BMI 22.6）に治療を行った。PRPの血小板濃縮
率は平均1.7倍で、成長因子濃度の平均はPDGF-
BB 6.8±3.4 ng/mL 、VEGF 213±207 pg/mL 、
TGF-β1 33.3±10.8ng/mLであった。注射部位局
所の疼痛やこわばりといった軽微な有害事象を認
めたが、いずれも48時間以内に症状が軽快した。
VAS平均値は注射前71.4が注射後６ヶ月で18.4に
改善し（p < 0.05）、10人中８人の患者で６ヶ月
後に50％以上のVASの軽減を認めた。JKOMの平
均値は注射前35.2が注射後１ヶ月で14.3に改善し
た（p < 0.05）。JOA scoreも注射前平均70であっ
たが、注射後６ヶ月で89.5と改善した（p < 0.05）。
対照群のないデータ検証であるが、長期的な有
害事象が認められないという結果は、少なくとも
PRP治療の安全性を示したと考えられる。現在、
ウマにおいてPRPの腕節内投与の安全性を検証す
る実験を行っているが、対側肢を対照群とした安
全性試験では現在までに特筆すべき問題を認めて
いない。しかし、有効性を示すには、軟骨や滑膜
の組織検索や遺伝子発現などの組織修復を客観的
に評価する必要があろう。ヒト関節内へのPRP投
与の影響に関するさらなる調査を期待したい。

◯炭酸ガス経皮吸収は骨折後の筋萎縮を軽減する
井上美帆ら（神戸大学）

ヒトでは骨折後や手術後の筋萎縮がしばしば問
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題になる。しかし臨床的に有効な治療法はいまだ
確立されていない。神戸大学の演者らのグループ
は、炭酸ガス経皮吸収がBohr効果の原理で末梢組
織における血行促進反応を引き起こし、骨折治癒
の促進や筋持久力の向上といった効果をもたらす
ことを報告している。このことから骨折後の筋萎
縮にも効果があると考え、ラットの大腿骨々折モ
デルを用い骨折部より末梢の筋に対する炭酸ガス
経皮吸収の効果を検証した。
SDラットで大腿骨横骨折モデルを作製し、こ
れを炭酸ガス群と対照群に分けた。炭酸ガス群で
は、剃毛した下肢に専用の炭酸ガス吸収性ハイ
ドロゲルを週５回塗布し、20分/回の炭酸ガス経
皮吸収を行った。骨折後０、７、14、21日でヒ
ラメ筋を採取し筋湿重量を測定した。組織学的検
討としてHE染色、ATPase染色を行い、筋萎縮の
程度や筋線維組成について評価した。また、real 
time PCR法で筋合成、筋萎縮に関連する遺伝子発
現やミトコンドリアの量の変化を解析した。さら
に蛍光免疫染色を行い、筋組織の血管内皮やミト
コンドリア量を観察した。
ヒラメ筋の筋湿重量は炭酸ガス群で有意に高値
であった。炭酸ガス群では筋線維の萎縮が有意に
軽減し、速筋化も抑制された。筋合成に関連する
PGC-1α、IGF-1、VEGFの発現は骨折後７、14日
の炭酸ガス群において有意に増加し、筋萎縮に
関連するFOXO-1は炭酸ガス群では低下し、Atro-
gin-1の発現は時間経過とともに低下した。血管
内皮およびミトコンドリア量も炭酸ガス群で増加
した。すなわち、炭酸ガス経皮吸収が筋合成関連
遺伝子の発現を促進し、筋萎縮関連遺伝子の発現
を低下させることで、筋萎縮を抑制することが示
唆された。また、血管新生の促進やミトコンドリ
ア量の増加も認められ、これらも筋萎縮の抑制に
関与していると考えられた。組織学的にも炭酸ガ
ス群では筋萎縮が軽減しており、炭酸ガス経皮吸
収は筋萎縮に対する治療法の１つとなり得ること
が期待された。
演者らは業者と共同して、炭酸ガスを含有する
ゲルと、患部をポリエチレンの袋で覆ってこの中
に炭酸ガスを充填させるようなデバイスを開発し
ており、ラットの骨折モデルを使用した実験では

炭酸ガス経皮吸収による骨折早期癒合についても
報告していた。患部を剃毛しただけでは炭酸ガス
の経皮的浸透の効果は少ないが、開発したゲルと
デバイスを併用することにより容易に炭酸ガスを
経皮的に浸透させられるそうである。ウマでは体
幹部を覆うことはかなり困難であるが、飛節のみ、
あるいは腕節のみを袋で包み込んでやることは可
能である。炭酸ガスを経皮的に浸透させられるゲ
ルが下肢部の骨折を早期に癒合させうる治療法と
なる可能性があり、競走馬への応用について検討
したいと考えている。

（福田健太郎）

◯高圧・高酸素環境はラット圧挫損傷モデルにお
いて血中炎症細胞を抑制し、筋衛生細胞を活性化
する

小柳津卓哉ら（川口総合病院）
演者らは、高気圧酸素治療（HBO）に関して研
究をすすめている。HBOは、特にコンパートメン
ト症候群に適用されており、腫脹軽減効果がある
ようだ。昨年の本学会ではラットを用いた実験に
おいて、下腿筋圧挫損傷後の急性期反応として発
生する筋肉血管透過性の亢進をHBOが改善し、損
傷筋間質腔を減少させることを報告した。しかし、
筋損傷に伴う炎症反応や再生促進効果に関する具
体的な作用機序は不明であった。今回の研究では、
圧挫損傷後の炎症反応および骨格筋再生過程につ
いてHBOの有効性を検討したとのことであった。
その方法として、ラット後肢に640gの重錘を
高さ25cmから落下させ、下腿筋を損傷させた後、
対照群とHBO群（酸素加圧2.5絶対気圧・120分間、
損傷当日に1回施行）をそれぞれ作製した。損傷３・
６・24時間・２・３日後において、動脈血中の
CD11b陽性細胞（主に好中球）・CD68陽性細胞（主
に単球）をfl ow cytometryで評価した。また、損
傷24時間・３・５・７日後において下腿筋を採
取し、凍結切片を作製した。筋衛星細胞マーカー
であるPax7・MyoD抗体を用いて免疫染色し、損
傷部位を顕微鏡で10視野観察して定量した。
結果として、血中CD11b陽性細胞は損傷６・
24時間でHBO群が有意に低かった。また、血中
CD68陽性細胞は、損傷24時間後でHBO群が有
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意に高かった。Pax7+/MyoD-細胞数は損傷３・
５日後にHBO群で有意に増加していた。 Pax7+/
MyoD+細胞数は損傷１日・３日後にHBO群で有
意に増加していた。一方、Pax7-/MyoD+細胞数は
損傷１・３・５日後にHBO群で有意に増加していた。
一般的に、筋衛星細胞は筋損傷後の炎症性細胞
の集簇に伴う炎症性サイト力インによって休止期
から活性化し、自己増殖した後、筋管構造を形成
し、再生筋線維へと分化する。演者らは、研究結
果からHBOは、血中炎症性細胞数を減少させ、炎
症のピークアウトを促進させたと考えている。ま
た、損傷後の早い段階において増殖期・分化期の
筋衛星細胞を増加させ、その後は休止期・分化期
の筋衛星細胞を増加させたことから、HBOは骨格
筋損傷後の炎症反応を終息させ、筋衛星細胞の活
性化を促進したと考えている。
HBOは血中溶存酸素濃度を著しく上昇させる効
果があり、様々な病態を改善することが報告され
ている。整形外科領域においても骨格筋や靱帯に
対する修復効果や除痛効果があることが知られて
いる。既に一部のトップアスリートに対しては急
性期の捻挫や骨折後の慢性修復期の治療法の一つ
として提供されることもある。HBOによる臨床的
な有効性は確かに認められているようであるが、
具体的な作用機序に関しては不明な点が多かっ
た。今回の研究では、修復期に認められる細胞を
fl ow cytometry によって解析することでHBOが筋
損傷の修復を早めていることを示した。特に、
CD68陽性細胞すなわち単球に関しては、対照群
よりも1日程度早く出現している。単球には炎症
性単球（M1）と組織保護性単球（M2）が存在し
ており、筋肉の修復に関しては組織保護性単球が
大きな役割を果たすことが知られている。演者ら
のグループでは、HBOによって早期に増加が認め
られた単球がM2であるとの仮説の下に追加研究
を実施しており、既にその仮説をおおよそ証明で
きていることを示していた。
ウマ浅指屈筋腱炎の修復過程においても、M2
が重要な役割を果たしていることが既に報告され
ている。ウマに対するHBOの利用は安全性の面か
ら慎重に検討すべきであるが、HBOによってラッ
トと同じ作用機序が認められるのであれば、ウマ

の腱修復に対しても同様の効果が得られる可能性
があろう。

◯剪断波エラストグラフィーを用いた腓腹筋肉離
れの運動復帰時期の予測

吉田圭一ら（順大附属浦安病院）
ヒトでは腓腹筋肉離れはスポーツ外傷として一
般的に認められており、再発率が高いこと（13-
23%）が報告されている。損傷部に形成される瘢
痕組織や不十分な運動復帰期間などがその要因と
言われているが、瘢痕組織の硬さ評価は触診など
で行われるため客観性に乏しく、また適切な運動
復帰の基準も存在していないようである。剪断波
工ラストグラフィー（SWE）は組織の弾性率（硬
さ）を定量できる超音波検査であり、これまでに
演者らはSWEによる健常者腓腹筋の弾性率に関し
て定量法を報告している（Yoshida K., Clin Anat 
2017）。本研究の目的は、演者らが以前に報告し
た方法を用いて、腓腹筋肉離れ後の組織弾性率を
経時的に計測し、治癒過程における弾性率の変化
を明らかにすることであった。
その方法として、本研究では腓腹筋の筋腱移行
部肉離れ患者10例（平均年齢は46.2歳）を対象
とした。腹臥位で筋肉を弛緩させた状態で、腓腹
筋の走行に沿うようにプローブを当て、筋線維と
腱膜が形成する筋腱移行部に存在する鋭角の形状
を描出した。この領域における筋腱移行部と筋線
維部を計測部位として、受傷後４、８、12週に
おける患側と健側の弾性率を比較した。
その結果、筋腱移行部の弾性率は患側が4週35.4

±14.8kPa 、８週36.5±13.2kPa 、12週47.5±7.6 
kPaであり、一方の健側が４週55.2±21.3kPa 、８
週69.6±24.2 kPa、12週42.8±17.3kPaであった。
４週と８週において、患側は健側よりも有意に低
値であった（いずれもp<0.01）。一方、筋線維部の
弾性率は、患側が４週22.7±4.9kPa 、８週34.3±
11.2kPa 、12週33.6±10.7kPaであり、一方の健側
が４週44.7±15.3kPa 、 ８週39.3±17.1kPa 、12
週30.8±10.8kPaであった。４週においてのみ 患側
は健側より有意に低値であった（p<0.01）。
考察において、腓腹筋の弾性率が筋腱移行部で
は４週と８週、筋線維部では４週のみに低値が認
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められたことは、筋腱移行部は筋線維部より組織
修復に時間を要することを示した過去の報告と一
致していることを紹介していた。演者らは、SWE
で得られた所見は、肉離れ後の組織修復過程を反
映しており、適切な運動復帰時期の予測に用いる
ことができる可能性があると考えている。
SWEは、組織の硬さを定量的に評価することが
可能である。我々が報告したストレインを利用し
た超音波エラストグラフィーよりも、検者間の再
現性が高く、定量性能が高い利点がある。演者ら
はSWEを用いることによって、筋腱移行部の硬さ
を適切に評価することが可能であった点、ならび
に、修復過程において損傷部の硬さが回復したこ

とを報告した。ヒト腓腹筋外側頭はアキレス腱に
移行する。その部分の損傷に再発が多いことや、
触診による修復評価が用いられていることは、
我々が研究対象としているウマ浅指屈筋腱炎の環
境とよく似ている。そのため、演者らがSWEによっ
て修復過程を適切に評価した点、および臨床的に
運動復帰が可能となる時期を予測しようと試みて
いる点は、非常に興味深い。その一方、ヒトアキ
レス腱実質やウマ浅指屈筋腱のように著しく硬い
組織に対するSWEの利用に関しては、まだ不明な
点が残されているため、更なる研究調査が必要だ
と考える。

（田村周久）

第214回つくば病理談話会
および第109回JPCスライドセミナー

第214回つくば病理談話会では、「Fusobacterium 
necrophorum感染症・牛マンヘミア症（山梨県東
部家保）」、「ウサギのパスツレラ症（動物検疫所）」
「犬伝染性肝炎（共立製薬）」の３題が発表された。
以下にそれらの概要を記載する。

◯子牛のFusobacterium necrophorumによる脳膿
瘍[F. necrophorum感染症、牛マンヘミア症]

高橋優花（山梨県東部家畜保健衛生所）
提出症例は、牛で黒毛和種の雌、43日齢で斃
死。山梨県の育成牛預託公共牧場において、飼養
されていた肉用繁殖牛約200頭の中の一頭（2017
年１月26日生まれ）で、２月中旬から元気消失、
心音不整を呈し、３月８日に衰弱が顕著となり、
翌９日午後に斃死した。細菌学的検査では、病理
解剖時に採取された心臓、肺、肺門リンパ節、肝臓、
胸水、心嚢水および気管スワブからMannheimia 
haemolytica（M. haemolytica）が分離された。ま
た大脳、小脳、肝臓、脾臓、腎臓および肺門リ
ンパ節についてFusobacterium necrophorum（F. 
necrophorum）のPCR検査を実施したが、特異遺
伝子は検出されなかった。病理剖検時の外貌では、

軽度の削痩と眼球陥没が認められた。脳実質には
小豆大～母指頭大の膿瘍が多数形成されていた。
肺は壁側胸膜および心外膜と重度に癒着し、右前
葉は重度に出血し硬結していた。赤色の胸水およ
び心嚢水が貯留していた。第四胃では粘膜の一部
に出血が見られた。提出標本の大脳の組織所見と
しては、左脳の嗅球から側頭葉付近の実質に大型
の凝固壊死巣が多数形成されていた。壊死巣周囲
をリンパ球、形質細胞、線維芽細胞からなる肉芽
組織が取り囲んでおり、軽度～中程度の囲管性細
胞浸潤も認められた。Warthin-Starry染色では凝
固壊死巣内に多数の長桿菌が認められ、免疫染色
では、F. necrophorumの陽性反応が認められた。
肺では右前葉の重度な出血と壊死、細菌塊や燕麦
様細胞も多数認められた。小葉間結合組織は好中
球やマクロファージの浸潤および線維素析出を伴
い、水腫性に増幅していた。気管支内腔には細菌
塊や好中球が認められ、粘膜上皮細胞が一部脱落
していた。肺の細菌塊に一致してM. haemolytica
の陽性反応が認められた。肺門リンパ節の被膜や
小柱および心外膜も炎症細胞と線維素を伴い水腫
性に拡張していた。第四胃ではびらんが認められ
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た。以上のことから、組織診断名としては、「子
牛のF. necrophorumによる脳膿瘍」、疾病診断名
としては、「F. necrophorum感染症、牛マンヘミ
ア症」とされた。

◯ウサギのPasteurella multocida（莢膜抗原A型）
による化膿性壊死性胸膜肺炎[ウサギのパスツレ
ラ症]

上野山慧（動物検疫所）
 提出症例はウサギで、ライオンラビット種、
雌、１ヶ月齢。2017年４月24日に台湾より成田
支所天浪検疫場に輸入された愛玩用ウサギ106羽
中の１羽。４月26日午前９時の観察時に斃死し
ているのを確認。他の個体に異常はなし。主要臓
器の細菌学的検査では、左右肺、心臓、膀胱より
Pasteurella multocidaが分離された。PCR法を用い
た莢膜抗原型別はA型であった。病理解剖所見と
しては、肺は右肺全体が白色膿様物に覆われ、胸
膜および横隔膜に強固に癒着していた。左肺前葉
から後葉前縁は暗赤色部を呈し、割面は白色膿瘍
が散在していた。膀胱内には、黄色貯留物が存在
していた。右肺の提出組織標本では白色膿瘍部に
一致して、肺胞上皮細胞の壊死を広範囲に認め、
壊死巣を形成していた。壊死巣辺縁では、重度の
偽好酸球、マクロファージ浸潤と燕麦様細胞がみ
られ、多数のグラム陰性桿菌塊が認められた。壊
死巣の外側では偽好酸球に加えてⅡ型肺胞上皮細
胞の過形成が認められた。細気管支腔内には、細
胞頽廃物や赤血球が充満していた。肺胸膜には、
偽好酸球、マクロファージ浸潤と燕麦様細胞がみ
られ、グラム陰性桿菌塊が認められた。左肺では、
白色膿瘍部に一致して偽好酸球、マクロファージ
浸潤と燕麦様細胞、グラム陰性桿菌塊からなる化
膿巣が認められた。また、脾臓においては、ヘ
モジデリン色素が瀰漫性に沈着していた。以上
の所見から、組織診断名は「ウサギのPasteurella 
multocida（莢膜抗原A型）による化膿性壊死性胸
膜肺炎」、疾病診断名は「ウサギのパスツレラ症」
とされた。

◯犬アデノウイルスI型実験感染犬における急性
肝炎[犬伝染性肝炎（実験感染）]

萩原寛子（共立製薬株式会社）
提出症例は犬で、ビーグル種、雌、20週齢。
犬アデノウイルスⅠ型（CAVⅠ:強毒株）の病原性
確認試験のために 108.2TCID50/mLを頸静脈内に
3mL接種した。接種後３日に体温が低下し（37.8
°C）、接種後４日には食欲減退、歩行困難を呈し
たため、安楽殺となった。解剖時の採取臓器から
の病原検査は未実施。肝臓のパラフィンブロック
からのPCRでは、CAVⅠの特異遺伝子を検出。病
理解剖所見として、肝臓は黄褐色で一部に斑状模
様を呈し、胆嚢壁は軽度に水腫性肥厚。他に胸腺
萎縮が観察された。
肝臓の提出組織標本では、類洞の軽度拡張、肝
細胞索の配列の乱れ、肝小葉中心性の変性・壊死
が観察された。肝細胞やクッパー細胞および血管
内皮の核内には好塩基性から両染色性のcowdry 
A型ないしfull型の核内封入体が多数観察された。
門脈域にはリンパ管の拡張と水腫、好中球や単核
細胞の浸潤が観察された。その他、胆嚢壁の水腫、
脾臓や胸腺のリンパ球減少、諸臓器の血管内皮細
胞における核内封入体が観察された。抗CAVⅠウ
サギ血清（共立製薬）を用いた免疫組織化学的染
色では、肝臓、胆嚢、脾臓、腎臓、心臓、肺、胸
腺、下顎リンパ節、扁桃、腸間膜リンパ節、胃腸、
膀胱および脳に陽性反応が認められた。以上の所
見から、病理組織的診断名は「犬アデノウイルス
Ⅰ型実験感染犬における急性肝炎」、疾病診断名
は「犬伝染性肝炎（実験感染）」とされた。
以上の３演題はいずれも感染症で、馬ではあま
り問題となってはいないあるいは感染しない病原
体によるものであるが、馬の感染症の病性鑑定の
病理検査において大いに参考となる内容であった。

第109回JPCスライドセミナーでは、下表の8症
例が取り上げられ、動衛研病理部門の長期研修生
が症例の概要、組織所見の供覧、病理組織診断名
を説明した。今回は馬の症例が２題含まれており、
以下にその概要を記載する。
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スライド標本番号 症例
（1） Conf.13 2016-13-3 牛 皮膚
（2） Conf.13 2016-13-4 猫 脾臓
（3） Conf.14 2016-14-2 馬 肺
（4） Conf.16 2016-16-3 犬 肺
（5） Conf.16 2016-16-4 馬 大脳
（6） Conf.18 2016-18-3 牛 大脳
（7） Conf.19 2016-19-2 エルク 第一胃
（8） Conf.20 2016-20-3 牛 大脳

◯2016-14-2　馬の肺（ペンシルベニア大学）
提出症例はサラブレッド、去勢、14歳で、慢
性的な疝痛が見られ、エコー検査で膀胱破裂が確
認された。解剖時、肺には全域に亘る多発性から
融合性の黄色調硬結巣（直径0.5～５cm）が認め
られた。組織学的には、肺において線維芽細胞の
増殖による多発性融合性結節が広範囲に形成され
ていた。同部にはリンパ球、組織球、好中球、肺
胞マクロファージが浸潤しており、まれにマクロ
ファージの核内に好酸性封入体が観察された。ま
たII型肺胞上皮の増生も見られた。JPCの組織診
断名は「肺：線維症、間質性、結節性、多発性か
ら融合性、重度、リンパ組織球性間質性炎症、肺
胞内好中球および組織球性滲出物、Ⅱ型肺胞上皮
の過形成、組織球の核内ウイルス性封入体を伴う、
サラブレッド、馬」であった。
本症例はいわゆるウマ多結節性肺線維症

（EMPF）で、JRAにおいても一例病性鑑定で経験
している。原因はウマヘルペスウイルス５型と考
えられている。他の動物（ヒト、イヌ、げっ歯類、

サルなど）でも、ヘルペスウイルスによって類似
の線維化病変の引き起こされることが知られてい
る。

◯2016-16-4馬の脳（コーネル大学）
提出症例はクオーターホース、雌、７歳で、両
眼に結膜炎が見られ、左はぶどう膜炎に進行した。
抗菌薬やステロイド、NSAIDが投与されたが症状
は改善せず、数ヶ月後に神経症状を呈したため安
楽死とされ、病理解剖が行われた。肉眼的には肝
臓、胸腺、縦隔、肺における寄生虫性結節、両前
肢の蹄葉炎が観察された。Borrelia burgdorferiの
qPCRは陽性であった。JPCの組織診断名は「大脳：
脈絡髄膜脳炎、リンパ組織球性、多発性から融合
性、著しい、クオーターホース、馬」であった。
本症例はダニによってBorrelia burgdorferiが伝
播され発症するウマのライム病の症例である。本
病の発生は北アメリカで多く報告されているが診
断は難しく、通常は消去法で総合的に診断される
ことが多い。我が国の馬における発生についは明
らかではないが、日高地方の一牧場の抗体保有
率は約90%であったとの調査報告もある。本病は
海外からの輸入馬が発症する可能性もあることか
ら、眼病変と神経症状が見られた場合の病性鑑定
では、本病に注意する必要があるものと考えられた。
今回の２題の演題は、我々が実施している病性
鑑定業務に大変参考となる内容の発表であった。

（片山芳也）

第２回JAPSAM PRP幹細胞研究会

JAPSAM PRP幹細胞研究会とは、特定非営利活
動法人　先端医療推進機構（JAPSAM）の運営の
下、多血小板血漿（PRP）および幹細胞を用いた
再生医療臨床を実施している、あるいは計画して
いる医療機関や大学などの研究機関の研究者が現
場レベルの情報交換を行い、再生医療の発展を図
ることを目的として設立された研究会である。今
回で２回目の本研究会では、４演題の再生医療に
関する講演が行われた。うち３演題はレビュー講

演、１演題は新しい細胞培養デバイスに関する講
演であった。演題数は少ないながらも現在の細胞
再生医療の総論的内容が披露され、貴重な機会で
あったと感じられた。なお、本研究会は来年度よ
り年２回行われることとなった。以下に興味深い
講演の内容を紹介する。

◯幹細胞技術を用いた中枢神経系の再生医療と病
態解明
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岡野栄之（慶応大学）
演者は中枢神経系に対する再生医療分野では著
明な研究者である。これまでに幹細胞やiPS細胞
を用いてマウスやサルの脊髄損傷モデルに対する
移植実験を数多く実施し、機能回復が誘導される
ことを示してきた。しかし、この技術をヒト臨床
に応用する際には、これら疾患モデルが必ずしも
ヒトでの病態を反映していないこと、特に、脳に
おいては細胞治療のaccessibilityがそれほど高く
ないことなどの問題が生じている。これらの問題
を解決するため、現在ヒトの脳疾患、特に慢性の
外科的脳傷害や脳梗塞向けの細胞新薬の開発が進
んでいる。詳細を紹介すると、中枢神経の再生を
促すための細胞移植治療の有効性は、ただ移植し
た細胞が神経組織に分化していくことを期待する
だけでなく、移植細胞が周囲の細胞へのシグナル
源となって働くことにある。現在国内で治験され
ている薬剤は間葉系幹細胞の神経誘導細胞を利用
したもので、脳内の傷害を受けた部位へ直接投与
することにより周囲に存在する幹細胞を活性化さ
せ損傷治癒を促すというものである。海外では既
に多くの治療成功例が報告され、認可が下りてい
る。薬剤自体は他家の細胞由来ということになっ
てしまうが、すぐに投与部位から消えてしまうの
で問題はないとのことである。慢性損傷に対して
再び治癒シグナルを惹起させるというプロセスは
PRP治療の原理であるが、細胞新薬の分野でも同
様の原理で確かな結果が得られていることは注目
に値すると考えられた。

◯PRPを用いた骨・軟骨再生医療の展望　－骨形
成因子の観点から－

石堂康弘（鹿児島大学）
PRPには多種の成長因子（TGF-β、EGF 、
PDGF 、VEGFなど）が含有されており、投与部位
の組織修復反応が活性化される。腱・靱帯・筋肉・
骨・軟骨といった組織の再生にPRP療法が効果的
であることはすでに数多くの研究成果によって証
明されてきた。しかしPRPはBMPを含有していな
いため、骨・軟骨再生を目的に単独で使用しても
有効性が低い。このような疾患に対してはPRPを
BMPとともに使用することで骨形成能が促進され
ることが報告されている。一方、高濃度に濃縮さ
れたPRPが間葉系幹細胞の骨分化に及ぼす影響に
ついて調査した研究では、PRPに含有された高濃
度のTGF-βにより骨分化の後期成熟過程が抑制さ
れたことから、PRPが骨再生に働きかける役割に
は至適濃度が存在する可能性が示唆されている。
また、マウス関節炎モデルを使用した実験では、
TGF-βシグナルを遮断すると関節軟骨は肥大軟骨
細胞へ分化し、変形性関節症様症状が誘発された。
しかし、TGF-βシグナルを活性化させることで、
これを抑制できることが示された。TGF-βは骨・
軟骨再生に強く関与しており、TGF-βを多く含む
PRPにはこのような観点からも骨・軟骨疾患の治
療効果が期待できると考えられた。

（福田健太郎）

第21回日本ワクチン学会学術集会

本学術集会は、2017年12月２日～３日、福岡
市の福岡国際会議場で開催された。ワクチンに関
する基礎研究者、疫学研究者、行政担当者、ワク
チン製造・供給担当者、臨床医などが一同に会
する集会で、わが国における感染症予防に関する
現況、課題、研究手法などについて知見が得られ
る貴重な機会である。本年の集会では、水痘ワク
チンの定期接種化や4価インフルエンザワクチン

の導入など、近年のワクチン施策の変更が流行状
況へ与えた影響や、それらの予防効果に関する演
題が多く見られた。また、ワクチンに関する情報
の社会への発信や予防接種対象者に対する説明方
法などに関する演題もあり、人医療においてワク
チン接種率向上を目的として様々なアプローチが
なされていることを実感した。ワクチン接種後の
副反応事例の報告制度やワクチン供給体制に関す
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るシンポジウムも開かれ、行政的な視点の情報共
有にも多くの時間が割かれていたことが印象的で
あった。以下に興味深かった演題の概要を示す。

◯2016年に４例の日本脳炎症例の発生した対馬
市における血清疫学調査

新井　智ら（国立感染症研究所）
近年日本脳炎の症例報告数は国内全体で10例を
下回っていたが、2016年に長崎県対馬市で１シー
ズンに４例の発生が報告された。演者らは対馬市
で日本脳炎ウイルスの感染リスクが上昇している
のかどうかを評価するため、同年から翌2017年
春にかけて採取された対馬市住民346名の血清に
ついて、日本脳炎JaGAr01株を用いてウイルス中
和抗体価を測定した。年代ごとの抗体陽性率は、
全国を対象とした感染症流行予測調査事業にお
ける結果と類似しており、対馬市における日本脳
炎ウイルスの感染リスクは他の地域と大きな違い
がないと推測された。このことは、対馬市以外の
地域においても日本脳炎の症例が相当数出ていた
が見過ごされていた可能性を示している。演者ら
によると、無菌性髄膜炎が疑われる場合に日本脳
炎ウイルスを含めた抗体検査を実施するが、初診
時の血清が抗体陰性だった場合、２回目の採材を
してペア血清を用いた検査を行うことなく終了す
ることが多いそうである。そのような理由で日本
脳炎の症例が見過ごされるケースがあるのだろう
とのことであった。また、今回対馬市で2016年
の１例目の患者が病院を受診した際に、日本脳炎
の症例を過去に多数診察した経験のある医師がお
り、同症例が日本脳炎である可能性を強く疑った
ため検査を実施したとのことである。日本脳炎の
発生報告数が少なくなった近年では、日本脳炎の
症例を経験していない医師も多いため、適切な検
査がなされずに原因不明の無菌性髄膜炎とされる
ケースも多いと考えられる。本演題は疫学的知見
としてだけではなく、臨床医に対する注意喚起と
いう意味においても意義深い発表であった。

◯成人男性における風疹に対する感受性者の現況
（感染症流行予測調査より）

佐藤　弘ら（国立感染症研究所）

2012年～2013年に風疹の全国的な流行が見ら
れた。患者の中心は、かつての予防接種制度にお
いて風疹の定期接種の機会がなく、風疹ウイルス
に対する免疫を有する者の割合が低い成人男性で
あった。2014年４月からは「風疹に関する特定
感染症予防指針」が施行され、全国の自治体で抗
体検査等費用の助成事業が開始された。演者ら
は国内における感受性者の現況を推定するため、
2016年に採取された血清3580検体を用いて風疹
ウイルスの抗体検査を行った。成人男性の風疹
抗体保有率は、20歳～34歳では92％～96％であ
り、同年齢群の女性と比較して２～５ポイント低
かった。一方、女性のみが定期接種の対象であっ
た世代（37歳～54歳、1962年～1978年度生ま
れ）では、35歳～39歳で82％、40歳～44歳で
79％、45歳～49歳で84％、50歳～54歳で86％
であり、同年齢群の女性より12～18ポイント低
かった。推定感受性者数の比較においても世代ご
との抗体保有状況を反映した男女差が認められ、
35歳～54歳の男性において約315万人の感受性
者が存在していると推定された。演者らによると、
抗体保有率の男女差については、５年前の2011
年度に行われた調査においても今回と同程度のポ
イント差があったことから、差が変わらないまま
年数が経過して年齢層がシフトしたものと考察し
ている。
2014年以降、妊娠を希望する女性やその配偶
者などの風疹抗体検査や風疹ワクチンの接種に対
して公費助成が行われているが、抗体検査もワク
チン接種も任意であり、自治体によっては費用の
自己負担が生じる場合もある。この助成制度によ
りギャップ世代の抗体陰性者に対するワクチン接
種がある程度行われている筈だが、今回の調査結
果からは、成人男性の抗体保有率が大きく上昇し
たことは残念ながら確認できなかった。任意接種
ワクチンの接種率を上昇させることの難しさは、
この成人の風疹ワクチンだけでなく、小児のロタ
ウイルスワクチンやインフルエンザワクチンにつ
いても当てはまる。ワクチンで予防可能な病気に
ついて広く周知するとともに、費用の助成などに
ついてもさらなる取り組みが必要であると感じた。

（坂内　天）
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第95回日本獣医麻酔外科学会

平成29年12月９～10日に名古屋国際会議場で
開催された第95回日本獣医麻酔外科学会に参加
したので、印象的な演題について報告する。

○サラブレッドにおけるプロポフォール静脈麻酔
の臨床応用

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
2011年から2017年９月までにプロポフォール
を用いて全身麻酔を実施したサラブレッドの臨床
例197頭の回顧的調査に関する発表であった。プ
ロポフォールを導入時のみ投与した症例が61頭、
複数回追加投与した症例が34頭、プロポフォー
ルの持続定量点滴を実施した症例が27頭、デト
ミジン ‒ リドカイン ‒ ブトルファノール ‒ プロ
ポフォールの全静脈麻酔を実施した症例が75頭
であった。手術や処置の内訳は、喉頭部の手術
115頭、レントゲン検査48頭、関節穿刺７頭、歯
科処置６頭、その他21頭であった。体位は胸骨
座位106頭、左側横臥位39頭、右側横臥位25頭、
仰臥位11頭、体位変換した症例が16頭であった。
導入時のパドリングが73頭（37.1%）で認めら
れた（軽度35頭、中程度19頭、重度19頭）。プロ
ポフォール導入量によるパドリング発生頭数は、
4 mg/kg以下は12/24頭（50.0%）、4～5 mg/kg
は82/137頭（40.1%）、5 mg/kg以 上 は6/36頭
（16.7%）であり、5 mg/kg以上でのパドリング発
生率は有意に低かった。数症例で導入後の一時的
な呼吸停止がみられたが、いずれも胸部の圧迫で
自発呼吸が再開した。プロポフォール注入症候群
と思われた1頭を除いて、起立は全例で非常に良
好であった。
プロポフォールの価格が下がったのを機に、
JRAでも数年前からプロポフォールを見直してい
る。導入時のパドリングに関しては、ケタミン
と組み合わせることで頻度が低下することから、
JRAでは最近はこの方法を第一選択としている。
社台ホースクリニックでも、今後はこの方法に切
り替えていくとのことであった。覚醒の質が極め

て良好ではあるものの、やはり呼吸抑制が問題と
なるので、気管挿管できない手術（喉頭部の手術
や歯科処置など）や仰臥位で行われる手術にまで
適用すべきではないと考えている。プロポフォー
ルの特性を生かした麻酔方法に関しては、まだま
だ検討の余地があると思われる。

（太田　稔）

パネルディスカッション
◯各施設における麻酔プロトコール/疼痛管理プ
ロトコールの違いを考える

小島健太郎（小島獣医院）
田村　純（どうぶつの総合病院）

柴田早苗（岐阜大学）
一次診療施設・二次診療施設・大学附属病院と
いう異なった立場から、イヌの腹腔内出血、メス
の生殖器摘出術、ネコの乳腺腫瘍摘出術の3症例
に対して、麻酔管理を考える際の「視点」「考え
への至り方」が紹介された。
私にとって特に印象的だったことは、一次診療
施設と大学附属病院との麻酔管理方法を立案する
にあたっての思考回路の差異である。前者では、
スタッフ数の制約から担当麻酔医の知識と経験に
依存せざるを得ず、コスト意識も大きなウェイト
を占めている。近年ではインターネットおよび
SNSの普及により、「いい薬剤」「より安全な薬剤」
といった情報入手は容易となったが、使用したこ
とのない麻酔薬を導入することには抵抗感がある
という話があり、私が同じ立場だったとしてもそ
のとおりだろうと感じた。
一方、後者では、一次診療施設に比較するとコ
スト意識は低く、学生や研修医への教育を重視し、
研究目的で新しい麻酔プロトコールを設定するこ
ともしばしばあるとの紹介があった。また、でき
るだけ幅広く教育訓練するために、安全性の確保
は教科書レベルに達するように設定しているとの
ことだった。
JRAにおいて、臨床応用可能とされる種々の薬
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剤を競走馬に応用し続けているにもかかわらず麻
酔中事故件数が極めて少ない要因として、実験動
物を繋養できることにより動物実験を実施できる
こと、ある程度余裕のあるスタッフを確保できる
ことなどの、診療施設環境が大きいと感じた。ま
た、両トレーニング・センター診療所では、異な
る獣医師が様々な症例に遭遇するため、課題点な
どを共有しやすい。改めて本会診療施設のメリッ
トを自覚することができ、質の高い診療を提供す
るためには、臨床例および研究業務を通じてチー
ム全体で知識および経験を共有していくことが不

可欠であると感じた。
一方で、このようなディスカッションでは、と
かく「有益な情報」が公表されがちである。一
次診療施設の獣医師から話があったように、「い
い薬剤」を鵜呑みにし、薬剤の特性などを掌握し
きれていない状態で即時臨床例に応用することで
は、安全な麻酔管理は実現できないと思われる。
今回のようなディスカッションで新たな知見を得
た後には、「どう自らの施設に生かすか」という
視点を常に持っておく必要がある と感じた。

（徳重裕貴）

第13回日本獣医再生医療学会年次大会

獣医再生医療研究会が本学会の形を成してか
ら、早くも４年が経過した。設立当初から獣医臨
床における細胞治療や多血小板血漿（PRP）治療
といった再生医療に関する情報交換の場として存
在感を示していた。ヒト臨床における再生医療の
法整備が進むにつれて、獣医臨床における議論も
行われるようになり、本学会でも近年獣医再生医
療の今後のあり方が討論されるようになった。昨
年の本学会は再生医療におけるガイドラインに関
する討論が主であったが、本年は開催規模や演題
数が拡大することにより、症例報告や教育講演が
充実したものとなった。以下にその一部を示す。

◯医学・獣医学における幹細胞を用いた内科医療
のエビデンス

鳩谷晋吾（大阪府立大学）
獣医医療においては幹細胞をいかに内科的に利
用するかの議論が活発に行われている。細胞治療
は培養した自家細胞を用いて、患部への直接投与
や分化誘導させた細胞集団を移植する方法が安全
性も高く一般的である。一方この方法は、比較的
多くの時間や費用がかかることが難点である。そ
こで、企業があらかじめ培養して冷凍保存した他
家の細胞を利用して、一定量の細胞を時間をかけ
て静脈内投与する方法が臨床的に行われている。
ところがこの方法によって投与された約90％の

細胞は肺でトラップされてしまうことがマウスや
イヌ・ネコの実験によって検証されている。一方
で、これらの動物種において、病巣に集積する細
胞が投与量の1％ほど存在することも報告されて
いる。ただし、これらの細胞が損傷した組織に置
き換わって分化することを証明するような報告は
ない。むしろこれらの細胞集団は患部において活
性化し、抗炎症性サイトカインとして知られ炎症
細胞の活動を鎮静化させるIL-10、TGFbといった
物質を放出していると考えられている。ヒトでは
さらに、肺でトラップされた細胞集団でさえも、
近年炎症性サイトカインを減じる効果があるとし
て注目されているTSG6タンパクを放出し、抗炎
症作用を与えているといった報告も存在する。こ
のような治療方法において必ず副作用が問題とな
る。特に他家の細胞を用いるために免疫的な問題
が懸念されるが、本セミナーの演者だけでなく、
京都大学の田畑泰彦先生も、投与された他家幹細
胞が働く時間が短いため問題にならないとの意見
を述べていた。つまり、投与された他家幹細胞は
標的部位の細胞活性を高め免疫反応を活性化させ
るが、その後は活性化された自己の修復能力に
よって治癒に導かれるという考え方が、他家幹細
胞移植治療の根幹にあるそうである。もっとも、
静脈内投与した細胞が血栓症を引き起こしたり、
患畜によっては悪心や嘔吐といった症状を示すこ
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平成29年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会

 平成30年２月10日から12日の３日間にわたり
別府国際コンベンションセンター（大分県）で開
催された平成29年度日本獣医師会獣医学術学会
年次大会に参加したので、概要を報告します。
◯日本におけるダニ媒介脳炎の現状と課題

好井健太朗（北海道大学）

ダニ媒介脳炎ウイルス（TBEV）は、フラビウ
イルス科フラビウイルス属に属する人獣共通感
染症の原因ウイルスで、マダニによって媒介され
る。感染環は小型野生げっ歯類を中心とした様々
な野生動物とマダニの間で形成されており、この
感染マダニが伴侶動物、産業動物、人をはじめと

ともあり、投与には注意が必要である。講演では
イヌ炎症性腸疾患（IBD）への他家脂肪由来幹細
胞の静脈内点滴投与が功を奏したという症例報告
がとりあげられた。細胞投与42日後に臨床スコ
アの顕著な改善が認められた例であるが、症例
はTPやアルブミン値が比較的正常値に近い例で
あったため、重症例にも有効かどうかは議論の余
地があるとの指摘があった。今後は多くの投与成
績報告が必要であるし、現在行われている方法が
適切かどうか、またウマを含め他の動物種におい
ても効果が得られるのかについてもより深い議論
が必要であると考えられる。

◯他家脂肪由来幹細胞移植を実施した腎数値が高
値を示す若齢猫の１例

高橋菜摘（まさき動物病院）
症例は来院１週前に保護された未去勢の約40
日齢の雄雑種猫で、BW 850g 。来院２日前に３
種混合ワクチンを接種したところ、接種後まもな
く元気食欲の減退や嘔吐を認めるようになった。
来院時、血液尿素窒素（BUN） 192.2 mg/dl 、ク
レアチニン（Cre） 7.4mg/dlと高値を示し、超音
波検査により右腎の腫大が認められたが、腎盂
の拡張など形態学的異常は認められなかった。
皮下補液を行い第７病日にBUN 59.2mg/dl 、Cre 
2.5mg/dlとなったため退院させ、他家脂肪由来
幹細胞（ADSC）移植を提案した。第29病日と36
病日に他家ADSCを1.0×106/kgで静脈内投与した
が、第40病日に嘔吐と元気の減退が認められ、
BUN 70.9mg/dl 、Cre 2.6mg/dlと腎数値の上昇
が認められた。皮下補液が必要となり、ADSCの

効果は得られなかったと判断された。
BUNおよびCreの上昇は腎機能の約75%以上が
失われた病態であると言われている。特に本症例
の来院時の数値は重症例であることを示してい
る。３種混合ワクチンは病原ウイルスを猫の腎細
胞の中で培養することで作られるが、ウイルスが
ワクチンと一緒に注射された腎細胞とともに自己
の腎細胞を攻撃してしまうことで腎炎が生じてし
まうと考えられている。今回も同様の病態である
と演者は推測し、ADSC静脈内投与による抗炎症
効果および腎組織の修復、腎機能の回復を期待し
ていたが、反応は認められなかった。腎臓に対す
る幹細胞の投与法としては直接腎血管に投与する
方法も考えられるが、侵襲が大きく、糸球体にト
ラップされてしまうことがあるため、静脈内投与
が安全性が高いと判断された。ところが効果は乏
しく、演者は線維化してしまった糸球体を再生さ
せるには至らなかったものと考えた。
腎不全猫に対する他家ADSC投与については、
あまり効果が得られないとの報告が多いそうであ
る。一方で、別の症例報告では、心筋の線維化
を生じているイヌに対し他家ADSCを静脈内投与
すると心筋の再生が認められた例が報告されてい
た。おそらく標的組織の性質や病態が重要である
と考えられるが、状況により違う投与法を試行し
たり、異なる種類、異なる量の細胞を使用したり
することは重要である。ウマにおいては現在は傷
害部位への細胞の直接投与が主流である。静脈内
投与については議論の余地があるが、小動物にお
ける投与成績を注視する必要がある。

（福田健太郎）
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する幅広い動物種を吸血することで感染する。ま
た、ヨーロッパではヤギやヒツジの生乳を介した
人への感染も報告されている。主な媒介マダニは
Ixodes属のマダニで、その生息地域と患者発生地
域には相関があるが、近年は韓国など、Ixodes属
マダニが生息しない地域においても TBEVの分離
報告がある。人がTBEVを保有するダニに吸血さ
れた場合の発症率は５～30%で、潜伏期は７～14
日である。初期症状は頭痛、発熱、関節痛、筋肉
痛などで、重症化した場合、髄膜脳炎による精神
錯乱・昏睡・痙攣・麻痺などが認められる。 致
死率は数%～数十%、脳炎快復後も40～60%の患
者で知覚障害、運動障害などの後遺症が残る。治
療法は対症療法が中心となる。TBEのワクチンは
海外で数社が製造しており、有効であるが日本で
は未認可で、一部のトラベルクリニックなどで接
種が可能。
ダニ媒介脳炎（TBE）はロシア春夏脳炎や中部
ヨーロッパ脳炎として各国で発生が報告されてい
るが、1990年代前半まで TBEVは日本に存在しな
いと考えられてきた。国内初とされるTBE確定診
断症例は1993年北海道道南地域の患者で、発熱、
髄膜刺激症状、全身痙攣、意識障害などの脳炎症
状を呈した。抗体検査では、TBEVに対する高い
中和抗体価が認められ、かつ急性期から回復期に
かけて有意に上昇していた。海外渡航歴が全くな
かったことから、国内感染が疑われ、患者発生地
域の哺乳動物やマダニを対象とした調査を行った
ところ、TBEV抗体保有動物が確認され、TBEVも
分離された。2016年８月には２例目のTBE確定
診断症例が発生した。患者は北海道内でダニに吸
血され、発熱、筋肉痛、麻痺、意識障害、痙攣な
どの脳炎症状を呈し、約１ヶ月後に死亡した。中
和試験によりTBEV抗体価の陽転が認められたた
め、TBEと確定診断された。さらに2017年には
北海道の函館市および札幌市において３、４例目
が発生した。なお、近年になって、1948年東京
近郊で発生した日本脳炎疑い患者２例から分離さ
れた当時未同定であったウイルスが、遺伝子解析
によりTBEVの一遺伝子型に分類され、戦後間も
ない時期に本州で発生していた事が明らかとなっ
た。演者らは国内初のTBE確定診断症例の発見以

来、継続的に動物を対象とした血清疫学調査を
行ってきている。北海道では広範な地域において、
抗TBEV抗体を保有する動物が生息している事を
明らかにしており、また西日本においてもTBEV
もしくはTBEV近縁のウイルスが流行している可
能性がわかってきている。
TBEVに感染した患者の体内では、ウイルス血
症はほとんど認められず、また髄液中からウイル
スが検出できる時期も限られるため、TBEの診断
は血清学的診断法による特異的抗体の検出がメイ
ンとなる。確定診断にはIgM-ELISAまたは中和試
験が用いられ、感染症法の規定する診断法にも挙
げられている。IgM-ELISAは陽性的中度が高いも
のの、IgM抗体であるため検査時期によっては感
染していても検出されないことがある。従って中
和試験が標準的な診断法として用いられることが
多い。しかし中和試験では生ウイルスを使わなけ
ればならず、TBEVは三種病原体であることから、
使用にはBSL-3の実験施設と体制が必要で、国内
では国立感染症研究所や北海道大学などに限られ
ている。そこで演者らは、通常の実験室でも実施
可能な中和試験の代替となる診断法の開発に取り
組み、TBEVのエンベロープのprMおよびE蛋白を
哺乳動物細胞で発現させて作製した中空のウイル
ス様粒子を用いた簡易検査用ELISAを確立し、配
布している。このELISAは中和試験との比較でも、
高い感度と特異度を示し、中和試験の代替法とし
て有効であることが示されている。 
日本においてTBEは北海道を中心に常在してい
る感染症であり、人がTBEVに感染する可能性は
依然としてあると考えられる。これまでに報告の
ある重症患者以外に無症状感染者や軽症感染者、
重症の脳炎様症状を呈するものの確定診断できな
かった感染者は少なからず存在していると考えら
れる。今後は、TBEに関する十分な周知・啓発活
動を行うとともに、診断体制の充実により、人に
おける感染状況の詳細を明らかにし、ワクチンな
どによる適切な予防対策を図っていくことが重要
であろうと述べていた。 
馬におけるダニ媒介感染症としては、馬ピロプ
ラズマ病がよく知られている。本病は我が国での
発生は見られていない海外伝染病であるが、近年
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の馬の国際間移動の活発化に伴い侵入するリスク
は増大しており、わが国の馬におけるダニによる
感染症の動向に注目することは重要なことと考
えられる。TBEVは広い宿主域を持ち、馬にも感
染することが報告されている（Emerg Infect Dis. 
2013,19（4）:635-7、Vet Microbiol. 2013,163
（3-4）:368-72）が、馬における病態は明らかで
はない。我々が日々実施している馬の病性鑑定に
おいても、神経症状を示している場合には、本病
についても注意することとしたい。

◯感染症の新規診断法開発のための分子生物学的
基礎研究 ‒レーザーマイクロダイセクション法に
よる馬感染症の病理学的診断法への応用- 
木村久美子ら（農研機構　動物衛生研究部門）
本講演では、組織標本から病原体の集塊部分の
みを切り出し、遺伝子解析を行うことができる
レーザーマイクロダイセクション法（LMD法）を
馬感染症の病理学的診断に応用するため検討した
成績について報告された。検索材料は、馬パラチ
フスの原因菌であるSalmonella Abortusequi（グ
ラム陰性菌）および子馬の感染症として重要な
Rhodococcus equi（グラム陽性菌）を３週齢マウ
スの腹腔内に接種し、発症した実験感染例である。
採材した臓器は 10%中性緩衝ホルマリンあるい
はメタカン固定液で１日間固定し、 常法に従って
パラフィン包埋切片を作製した。組織切片上の菌
塊をLMD法で切り出してDNAを抽出し、細菌の
16SrDNA共通領域のプライマーを用いてPCRを行
い、遺伝子増幅産物の遺伝子配列をシークエンス
解析した。また、過去に収集された野外細菌感染
例（10%中性緩衝ホルマリン固定）についても同
様に検討した。 実験感染させたマウス組織のS. 
Abortusequiについては、nested PCR などの技術
を組み合わせることによりホルマリン固定材料か
らの遺伝子解析が可能であった。一方、R.equiに
ついては、ホルマリン固定材料からの検索は困難
で、メタカン固定材料からのシークエンス解析の
み成功した。野外の細菌感染例では、LMD法によ
るシークエンス解析で得られた菌種は環境由来菌
であり、病理組織像から想定される病原菌種とは
異なっていた。 以上の結果から、LMD 法による

病原体遺伝子解析による同定には固定液の影響が
大きく、また、パラフィン包埋ブロック作製過程
における各試薬を介した環境細菌のコンタミネー
ションなどの要因の影響も明らかになった。LMD
法を馬感染症の病性鑑定に用いるためにはこれら
の状況を考慮し、病理組織学的検査と併せて慎重
に検討する必要があると発表していた。我々が日
常的に実施している馬の病理学的病性鑑定におい
て、顕微鏡観察で病原体が確認されるのに、その
病原体を正確に同定できる術が現時点ではほとん
どないもどかしさにしばしば遭遇する。現状の
LMD法によるシークエンス解析には未だ大きな
壁が立ちはだかっているようである。本技術の解
析レベルが向上し、すでに保存してあるホルマリ
ン固定組織切片から病原体を正確に同定できる日
が早くやってくることを期待する。

（片山芳也）

◯MALDI-TOF MSによるウマ由来Staphylococcus
属菌の同定とその問題点

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
Staphylococcus属菌はブドウ球菌とも呼ばれ、
現在52菌種に分類されている。ウマにおいては
皮膚や粘膜の常在細菌であるが、S. aureusやS. 
xylosusなどはしばしばフレグモーネや角膜炎の
原因ともなり、臨床上重要な属の一つである。
MALDI-TOF MSを利用した細菌同定法は、従来の
同定法に比べ迅速、簡便、安価に菌種を特定でき
る利点を有することから、人医療ではすでに広く
利用されている。獣医領域においても活用が期待
されているが、動物から分離される細菌株におい
てはどの程度が同定可能であるかの報告はほとん
どない。今回、演者らは、ウマ由来Staphylococ-
cus属菌株についてMALDI-TOF MSによる同定を
行い、その有用性と問題点について報告している。
2000年以降にウマの様々な病巣から分離され
たStaphylococcus属菌191株を使用した。まず、
MALDI-TOF MS（バイオタイパー、ブルカー・ダ
ルトニクス社）による同定を実施し、同定結果の
信頼度が低く同定できなかった菌株については、
CLSIの基準に準じて16S rRNA系統解析を実施し
た。これら手法で菌種が特定できなかったものに
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ついては、さらにグリセルアルデヒド-3-リン酸
脱水素酵素遺伝子（gap）による系統解析、およ
びAPI Staph®を用いた生化学性状による同定を試
みた。
191株中163株はMALDI-TOF MSによる同定が
可能であったが、28株は同定結果の信頼度が低
く、同定できなかった。これら28株のうち19株は、
16S rRNA系統解析によりS. saprophyticus 、S. sci-
uriなどの13菌種と同定されたが、９株は同定困
難であった。この９株については、gapによる系
統解析で既知の菌種とは異なる独自のクラスター
を形成しており、２株はAPI Staph®で S. xylosus
と同定されたが、残り７株はいずれの検査法でも
同定できなかった。
MALDI-TOF MSでは培養によって得られたコロ
ニーから、直接かつ数分で菌種同定を行うことが
可能であり、迅速性が求められる臨床検体の細菌
学的検査には有用である。今回検索した191株に
ついては約85%で同定が可能であり、MALDI-TOF 
MSを用いた細菌同定法はウマ由来Staphylococcus
属の同定に十分活用できることが示された。しか
し、約15%の株ではMALDI-TOF MSによる同定が
困難であり、本検査法の限界も明らかとなった。
また、MALDI-TOF MSおよび16S rRNA系統解析
で同定できなかった９株の中で生化学性状により
S. xylosusと同定された２株以外の７株は、gap系
統解析において独自のクラスターを形成したこと
から、未だ命名されていない新菌種である可能性
も考えられた。
今回は、Staphylococcus属菌のみに注目した発
表であったが、馬から分離されるその他の細菌種
の同定のためのデータベースの改良を期待するコ
メントもあり、研究の必要性を改めて認識する機
会となった。

◯国内現役競走馬の糞便由来大腸菌の薬剤感受性
調査

佐藤　航ら（宮崎大学）
近年、薬剤耐性菌は人及び獣医療において世界
的に重要な問題となっている。大腸菌は消化管内
の共生細菌の１つで、耐性遺伝子のリザーバーと
して働くことが知られており、家畜分野における

薬剤耐性菌のモニタリング細菌となっている。国
内では、「家畜由来細菌の抗菌性物質感受性実態
調査結果（JVARM）」において食用家畜の薬剤耐
性菌のモニタリングが大規模に実施されている
が、馬は対象動物となっていない。また、海外に
おいては乗用馬由来大腸菌の薬剤耐性に関する報
告はいくつかあるが、特殊な環境におかれる競走
馬での報告は少ない。演者らは、国内の競走馬の
糞便から分離された大腸菌の薬剤感受性試験を行
い、その耐性率をJVARMの結果と比較・評価した。
JRA美浦トレーニングセンターに入厩した競走
馬103頭の糞便を供試し、１頭当たり最大２株の
大腸菌を分離した。分離菌について、８薬剤（ア
ンピシリンABPC 、ストレプトマイシンSM、ク
ロラムフェニコールCP、テトラサイクリンTC、
コリスチンCL、ナリジクス酸NA、カナマイシン
KM、ゲンタマイシンGM）について薬剤感受性
試験を米国のCLSI（臨床・検査標準協会）に基づ
いた微量液体希釈法で実施し、最小発育阻止濃度
を求めた。耐性の判定基準もCLSIに従った。
103頭中100頭（97.1%）から分離された大腸
菌199株を薬剤感受性試験に供試した。その結果、
薬剤耐性率は高いものからSM（36.7%）、ABPC
（20.6%）、TC（11.6%）、CP（3.5%）、KM（1.0%）、
CL（0.5%）、NA（0.5%）、GM（0.0%）であった。
３剤以上に耐性を示す多剤耐性菌は８頭から10
株検出された。
今回の結果は、2015年JVARM調査における家
畜由来大腸菌の耐性率と比較すると、SMを除く
７薬剤で同程度もしくは低値を示した。これに対
し、SMは家畜全体の平均値より高く、畜種別で
は豚と同程度の値であった。演者らは、競走馬由
来大腸菌の耐性率は家畜と比較して同等もしく
は低いことが明らかになったものの、競走馬との
接触が多い職種は薬剤耐性菌に留意する必要があ
り、ウマ医療においても抗生物質の慎重使用と適
正使用に引き続き考慮していく必要があると考察
している。
馬は、腸炎を主とした副作用が出現する危険性
が高く、抗菌薬の投与も群ではなく個別に実施さ
れることから、他の家畜と比較して抗菌薬の使用
量は少ない動物である。今回の演者らの結果は、
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そのような状況を反映していると考えられた。ま
た、キノロン系抗菌薬であるNAに対して耐性株
がほとんど認められなかったという演者らのデー
タは、輸送熱予防として投与されているキノロン
系抗菌薬であるマルボフロキサシンが、現在のと
ころ糞便中の大腸菌の耐性化には影響を与えてい
ないことを示すデータであると思われた。

（丹羽秀和）

◯牛臨床におけるAMR対策に配慮した抗菌薬の
使用法－牛肺炎原因菌の特定と新たな抗菌薬療法
の提案―

帆保誠二ら（鹿児島大学）
牛肺炎は、子牛の成長に影響を及ぼすだけでな
く、その生命を奪うこともある重要な経済的損失
誘発疾患であり、適切な加療がないまま生存した
場合、長期間にわたって飼養環境中に病原微生物
を排出し続け、他の牛への肺炎発症要因となるこ
ともある。さらに、様々な抗菌薬の長期間使用に
より耐性菌の出現も危惧されることから、獣医療
において極めて重要な疾患である。
これまでの牛肺炎に対する診断・治療方針の決
定は、臨床症状や血液検査などに加え、鼻腔スワ
ブを用いた細菌学的検索により実施されてきた。
しかし、牛は人や馬に比べ発咳などの呼吸器症状
を発現しにくく、病態把握が困難な場合が多い。
また、肺炎に関与する病原微生物の特定が鼻腔ス
ワブや死廃用牛の肺病変から分離された細菌を中
心に実施されてきたため、肺炎原因菌の特定が不
十分であった。
そこで気管支肺胞洗浄液（BALF） と鼻腔スワブ
を用いて、肺炎原因菌の特定と薬物感受性につい
て比較調査した。重症例のBALFからの細菌分離
結果において、約50％の確立でP.multocidaが、
100％の確立でM.bovisが分離された。また、鼻腔
スワブからは主要肺炎原因菌以外の細菌も多数分
離された。BALFから得られた細菌の薬物感受性
試験結果では、P.multocidaにはアンピシリンやフ
ルオロキノロン系抗菌薬が、M.bovisにはフルオ
ロキノロン系抗菌薬が高感受性であった。しかし、
鼻腔スワブから分離された同菌種は、アンピシリ
ンやフルオロキノロン系抗菌薬にも耐性である株

が多く存在した。即ち、鼻腔スワブから分離され
た細菌の感受性を検査しても多くの場合において
無意味であることを意味している。
さらに重症肺炎牛において投与されている抗菌
薬の多くが３日間以内に変更されながら使用され
ていること、特にM.bovisには効果がほとんど期
待できない抗菌薬が初診時から３日間投与されて
いることが、肺炎病態の悪化を招いていると結論
付けている。しかし、これは「牛呼吸器病（BRDC）
における抗菌剤治療ガイドブック」（農林水産省・
抗菌性物質薬剤耐性菌評価情報整備事業）に則っ
た投与方法で、全国の牛に携わる獣医師が選択し
ている治療法であり、特にフルオロキノロン系抗
菌薬は第２次選択薬と位置付けられているためで
ある。
今後の肺炎治療にはM.bovis感染の有無を客観
的に捉え、その感染の可能性が否定できない場合
には初診時から積極的にフルオロキノロン系抗菌
薬を適切期間投与し、短期間のうちに治癒させる
ことが重要であると考えられた。これにより、「適
切な薬剤」が「必要な症例」に対して「適切な量
及び期間」投与され、耐性菌の出現を最小限にで
きるものと考える。
子牛の気管支肺胞洗浄は、市販の動物用内視鏡
で実施できること（競走馬のように特注品の内視
鏡を必要としない）。さらに牛は馬と異なり気管
支肺胞洗浄を実施する際も保定の“コツ”さえ習得
すれば、鎮静や局所麻酔薬の必要性もほとんどな
いことから、全国の牛臨床獣医師において、内
視鏡による検査が積極的に実施されることを期待
したい。また、競走馬で用いられている肺炎の重
篤度合いや治癒度合いが推測できるSAA炎症マー
カーのような血液酵素などの確立も、今後に期待
されている。この２点が解決された際には、牛に
おける肺炎の治療において、経済的損失も抗菌薬
に関する認識も劇的に変化するであろう。

◯輸入肥育用馬で摘発された馬インフルエンザ
原崎多代ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
カナダから輸入される肥育用馬は、二国間で定
める家畜衛生条件で、輸入前３ヶ月間馬インフル
エンザ（EI）の発生がない農場由来であること、
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出国検疫開始前１年以内にEIワクチンを接種され
ていることなどが義務付けられている。さらに日
本到着後、動物検疫所における10日間の検疫期
間中にEIの検査を行い、陰性を確認した上で解放
している。
2017年３月に北九州空港に到着した輸入馬群

（114頭・１～12歳齢・雑種馬）は、検疫１日目
から鼻汁を呈する個体が散見され、全頭に実施し
た鼻腔スワブを用いた迅速抗原検査で１頭がEI陽
性となり、その個体はrRT-PCRも陽性となった。
検疫２日目以降、EIを疑う個体が増加し、症状を
認めた個体は検疫７日目までに迅速抗原検査ま
たはrRT-PCRにて全頭が陽性となった。この日を
起算日として14日後に実施したrRT-PCRで全頭陰
性、臨床症状を示す個体も認めないことから全頭
回復したものと判断し、翌検疫22日目に解放した。
検疫５日目の迅速抗原検査陽性材料８検体中７
検体からインフルエンザウイルスが分離され、分
子系統樹解析の結果、アメリカ系統フロリダ亜系
統Clade 1であった。また、分離ウイルスを抗原
としたHI試験では、検疫１日目血清でHI抗体価
10倍未満を示した個体は全体の約８割で、幾何
平均抗体価（GM値）は6.5であった。分離ウイル
スは、近年のカナダにおける流行株と同一系統で
あり、潜伏期間を考慮すれば日本到着前の数日間
に感染した可能性が高いと推察された。さらに、
当該馬群のHI抗体価は低値で、追加で実施したHI
試験においても有意な抗体上昇が認められ、群と
しての免疫レベルが十分でなかった可能性を示唆
した。
この輸入馬群114頭中死亡したのは５頭で、４
頭は治療する間もなく検疫の早い時期に死亡、残
りの１頭は治療をするかどうかを畜主に問い合わ
せている間に死亡した。解剖の結果では、肺の充
うっ血を確認した。
今回の講演において、免疫レベルの低い馬群で
のインフルエンザの感染は拡大し、かつ死亡例ま

で発現すること、また、隔離環境下では３週間程
度でEIは終息することが報告された。このことは、
我々にとってワクチンプログラムの重要性を再認
識させるとともに、EIの感染が確認された時、移
動制限の目安を論じる際の参考となった。また、
EIは急速に感染が拡大するので、日頃の感染症に
関する情報収集の必要性も確認できた有意義な発
表であった。

（古角　博）

◯地方競馬における屈腱炎発症馬の疫学的調査に
よる危険因子の解析

池田耀子ら（麻布大学）
屈腱炎発症の危険因子の解析を目的とし、大井
競馬場における過去5年間の故障発症馬情報を疫
学的に調査した発表。
屈腱炎発症馬（292頭）と、発症馬と同一厩舎
に所属する類似競走歴を持った対照馬（584頭）
を抽出し、レースおよび使役に関するデータを統
計学的に比較した。不良馬場では屈腱炎の発症リ
スクが有意に高い（オッズ比：1.8）、屈腱炎発症
馬では、着順・着差・レース距離・人気が有意に
低い（オッズ比：1.4～2.6）、屈腱炎発症馬は前レー
スに比較して有意に体重が減少しており、減少度
合いが大きいほど発症リスクも有意に高い（オッ
ズ比：1.4～2.3）などの結果であった。
中央競馬と地方競馬では、レース体系が異なる
こと、また取り巻く経済事情も異なることから、
単純に比較することは困難である。しかし、中央
競馬では芝・ダートともに、体重が重いほど、ま
たレース距離が長いほど発症リスクが高まると報
告されており、正反対の結果が出ている点が興味
深かった。ただ、2群間のデータを単純にフィッ
シャーの正確確率検定およびカイ二乗検定で解析
しただけで、多変量解析を行っていないので、よ
り詳細な検討を期待したい。

（太田　稔）
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第14回乳酸研究会

乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で14回目を迎えた。従来は乳酸と骨格
筋に関する演題が多かったが、今回は脳における
乳酸の役割やトレーニング効果を高める栄養につ
いての演題などもあった。

◯運動によるミトコンドリアの適応を高める栄養
素～タンパク質・ペプチド・アミノ酸の摂取効果
に着目して～

松永　裕（森永乳業　健康栄養科学研究所）
運動によってミトコンドリアが増加する一方
で、肥満者や高齢者ではミトコンドリアの適応を
もたらすのに十分な運動量を確保することが困
難になることも知られている。そのため、より少
ない運動量でもミトコンドリアの適応を高める方
法が求められている。そこで演者らは、乳タンパ
ク質であるカゼインを酵素分解することによって
得られるカゼインペプチドの摂取効果について検
討した。肥満を誘発させる目的で高脂肪食を給餌
したマウスに対してカゼインペプチドを摂取さ
せ、持久的運動トレーニングを実施した。その
結果、安静（Con）および持久的トレーニングの
み（Tr）を実施したマウスと比較して、カゼイン
ペプチド摂取と持久的トレーニングを組み合わ
せた（CP+Tr）マウスでは、ヒラメ筋のミトコン
ドリア酵素活性が向上することが明らかとなっ
た（Matsunaga et al, J Phys Fitness Sports Med, 
2015）。さらに、カゼインペプチド摂取と運動の
組み合わせにより、体脂肪増加の抑制や糖代謝
機能を改善させることが分かった（Matsunaga et 
al, Appl Physiol Nutr Metab, 2017）。
疾病や怪我によるスポーツ活動の休止は、アス
リートをはじめ運動実施者の多くが経験するもの
である。トレーニングに伴って増加したミトコン
ドリアは、運動をやめると元に戻ることが知られ
ており、このミトコンドリアの減少を抑制する方
法が求められている。演者らは、トレーニング休

止によるミトコンドリア減少を抑制する方法とし
て、分岐鎖アミノ酸（BCAA）の摂取に注目した。
マウスに持久的トレーニングを4週間実施させる
と、ミトコンドリアが増加し、トレーニングを2
週間休止させると元の値に戻った。しかし、トレー
ニング休止期間中にBCAA（1.2 mg/g BW/day）
を摂取することによって、ミトコンドリアの減少
が抑制されることが明らかとなった（松永、上月
財団スポーツ研究助成報告書、2015）。さらに、
BCAAの摂取効果はミトコンドリア合成に関与す
るタンパク質には影響を与えないが、ミトコンド
リアの分裂・分解に関与するタンパク質を減少さ
せることが明らかとなった。
サラブレッドにおいては、ヒトのように肥満や
高齢が問題視されることはないが、アスリートと
しての運動能力を考える上でミトコンドリアを効
率よく増加させ、それを維持することは重要であ
る。そういった点で今回のカゼインペプチドの実
験結果は興味深いが、そのままサラブレッドにも
外挿できるかと言うと、多少の疑問点がある。
カゼインペプチド摂取効果の認められたヒラメ筋
は遅筋が非常に多い筋であるのに対して、サラブ
レッドの後肢筋群は速筋が非常に多い。この実験
では、ヒラメ筋だけではなく、速筋線維の多い足
底筋も調べているが、その足底筋におけるミトコ
ンドリア酵素活性はCon群に比べてTr群とCP+Tr
群ともに同程度増加しており、両群間の差は認め
られていない。このことから考えると、速筋線維
の多いサラブレッドにおいては、カゼインペプチ
ド摂取の効果はあまり期待できないかもしれない。
一方、BCAAの実験結果は、足底筋とヒラメ筋
に同様の効果が認められており、筋線維タイプに
依存していないことが示唆されている。今回の実
験設定ではBCAAの投与量がかなり多いので、現
実的な投与量でも同じような結果が得られるのか
どうかは懸念されるが、サラブレッドにも応用可
能なのかどうかについて興味がわく知見である。
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◯乳酸測定の歴史と今　　～測定対象としての乳
酸について～
上戸　潤（アークレイマーケティング株式会社）
 血液中の乳酸は、運動生理学的研究やスポーツ
の科学的トレーニング研究において注目されてい
る指標である。アークレイはこのようなニーズに
対応できる小型の乳酸測定器として、1997年に
ラクテート・プロを発売し、様々なトレーニン
グ研究のサポートをしてきた。演者は乳酸測定器
メーカーとして、測定対象としての乳酸の特徴や
その測定方法について概説し、乳酸測定器の使用
方法・注意点の案内と科学的トレーニング領域で
の活用例について紹介していた。
食品分野やスポーツ分野、医療分野と多くの領
域において、乳酸は測定されているが、乳酸の測
定方法は、目的や原理によって様々なものが存在
し、目的に応じた適切な測定方法を選択すること
が重要となる。
LOD電極法は、血液ガス分析装置や卓上の乳酸
専用分析装置で採用されている方法である。試薬
でサンプルが希釈される欠点があるが、全血のサ
ンプルを測定することができるというメリットが
ある。LOD/LDH比色法は、主に医療機関などの
スクリーニング検査に使われる大型自動分析機で
採用されている方法であり、精度は高いが、簡便
さや迅速性に欠ける。簡易測定法は、簡便かつ迅
速に測定できるが、他の測定法に比べて精度が低
い傾向がある。ラクテート・プロやラクテート・
プロ2などの簡易乳酸測定器は手早く簡便に乳酸

値を測定できるが、１）正確度（± 20%）・精密
度（± 5%）レベル、２）測定部位の拭き取り、３）
検体中成分の影響など、使用する上で把握してお
くべき特徴がある。
ヒトのアスリートだけでなく、競走馬において
も血中乳酸濃度を測定して、調教の運動負荷のモ
ニタリングや、フィットネスの評価を行うことが
一般的になってきている。JRAのトレーニング・
センターや育成牧場などの調教現場で広く使用し
ているのは、この講演で紹介されていたラクテー
ト・プロ２である。ウマのサンプル測定時に注意
する点は、１）サンプルのヘマトクリット値が高
い場合は測定値が低くなる点と、２）気温が低い
ところで測定すると測定値が低く出る点だろう。
サラブレッドにおいて、追い切りなどの高強度運
動時にヘマトクリット値が60%を超えることは珍
しくない。演者に「サンプルを遠心分離して血漿
で測定すれば、だいじょうぶですか？」と質問し
たところ、「ラクテート・プロ2は、正常範囲のヘ
マトクリット値の全血サンプルでの測定を前提と
して測定値を算出するようになっており、血漿で
測定すると非常に高い値を示してしまう」とのこ
とであった。また、気温の影響については、「外
気温を測定して、補正するようにはなっているが、
できれば室温で測定して欲しい。その際には、測
定器とセンサーチップを一緒に室温に置いておい
て欲しい」とのことであった。冬期の野外での測
定には注意するように指導したいと思う。

（向井和隆）

角膜カンファランス2018

平成30年２月15日から17日の３日間広島（広
島グランドプリンスホテル）で行われた角膜カン
ファランス2018に参加したので、その概要を報
告する。
角膜カンファランスは日本角膜学会と日本角膜
移植学会との合同学会である。本年は『角膜の神
秘を科学する』というテーマのもと、角膜に関す
る基礎研究や臨床研究が報告された。特に近年、

臨床応用が進んでいる角膜再生医療についてシン
ポジウムが開催され、その進歩状況を学ぶことが
出来た。今後のウマ医療にもつながる有用な知見
を得たので以下に報告する。

◯ 細菌性角膜炎における上皮欠損治癒期間に影響
を与える因子の検討　

鳥山浩二（愛媛大学）
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◯  Moraxella角膜潰瘍の４症例
安達　彩（関西医科大学）

細菌性角膜炎の２報がともに Moraxella属菌に
関する報告であるため、合わせて紹介する。Mo-
raxella属菌はグラム陰性球菌で、ヒトや動物の口
腔・上気道・性器の粘膜における常在菌である。
ウシではMoraxella bovisが牛伝染性角結膜炎（ピ
ンクアイ）を引き起こすことが知られているが、
近年、ヒトの感染性角膜炎の原因菌となることが
明らかとなってきた。
前者は細菌性角膜炎の上皮欠損治癒期間と分離
菌種や病歴との関連性を調査した報告である。ヒ
トの角膜炎75症例のうち菌が分離された症例は
58例で、Moraxella属菌は10例から分離された。
本菌の感染により生じた上皮欠損の治癒に要した
期間は平均50.8日であり、ブドウ球菌（13.9日）、
緑膿菌（21.7日）、肺炎球菌（18.6日）のそれよ
り有意に長いことを報告した。後者はMoraxella
角膜潰瘍４症例について詳細に報告した。これら
の症例の特徴として上皮への細胞浸潤が少ない割
にプラーク形成を強く認めることが挙げられる。
治療に関しては、抗菌薬耐性は強くないが、感
受性抗菌薬を点眼しても治療への反応は緩徐で
あり、長期間の治療が必要であった。また、Mo-
raxella属菌は培養同定が困難な細菌として知られ
ている。そのため、同じく培養が困難な真菌性角
膜炎との類症鑑別が必要で、専用培地による培養、
細胞診やMALDI-TOFMSによる同定を推奨してい
た。しかし、これらの菌の病原性については、タ
ンパク質分解酵素との関係が推測されているが詳
細には明らかにされていないため、今後の研究が
必要と感じた。
ウマの角膜炎からもMoraxella属菌が分離され
た報告があるが、詳細な症例報告はなく、ウマの
角膜に対する影響は明らかとなっていない。JRA
の角膜炎症例から本菌が分離されたことはない
が、上記のとおり分離同定が困難な細菌であるた
め、我々の遭遇する難治性症例の中にも本菌の感
染による角膜炎が含まれている可能性があり、今
後の調査が必要であろう。

◯角膜上皮欠損に対する 多血小板血漿点眼薬の効果

子島良平（宮田眼科）
多血小板血漿（PRP）は比較的簡便な再生医療
として、すでにヒトや動物で幅広く臨床応用され
ている。治療対象は主に運動器疾患であるが、本
研究は角膜修復に対する効果を検証した報告であ
る。
ヒトの両眼性顆粒状角膜変性を対象とした前
向き研究で、両眼ともエキシマレーザーを用い
た治療的な角膜上皮切除を行った後に、片側に
１日８回のPRP点眼 、抗菌薬点眼、ステロイド点
眼による治療を、対側にはPRPを除く治療を行
い、角膜の修復過程を比較した。その結果、対照
群では術後１日目と２日目の上皮欠損部面積は
15.8mm2と2.76mm2であったのに対し、PRP群で
は10.0mm2と0.87mm2となり有意に創は縮小し
た。術後3日目では両群とも上皮欠損は修復され、
有意な差は認めなかった。
本来、この手術の予後は極めて良好で、通常術
後３日後には上皮欠損は修復するためPRP治療が
必要な疾患ではないが、感染などの他の因子が少
なくPRPの純粋な効果を比較しやすいことから、
演者らはこの疾患を対象に研究を行った。その
結果、術後１日目と２日目に創は有意に縮小し、
PRPがヒトの角膜に対して修復促進効果を有する
ことが示された。動物実験モデルではなく、ヒト
においてこの効果を確認できたことは臨床的に非
常に有用な結果であると考えられた。しかし、そ
の効果のメカニズムには不明な点が多い。質疑で
は、術後1日目の角膜修復は主に周辺角膜からの
上皮細胞の移動によるところが大きいことから、
演者の主張するPRPの細胞増殖促進効果というよ
り、PRPが周辺の角膜細胞の遊走を促したのでは
ないかという意見が挙がった。また、PRP群が１
日８回という頻回の点眼を行っているのに対し、
対照群はヒトや動物で使用されている自己血清な
どの修復を促進する治療薬を一切使用していない
ことから、実際にPRPを必要とするような重篤な
角膜疾患に対して現在用いられている治療薬以上
の強い修復促進効果を有するかどうかは不明であ
り、臨床応用にはさらなる検証が必要であると考
えられた。
 （黒田泰輔）
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第87回日本寄生虫学会

平成30年３月17～18日に国立国際医療研究セ
ンター（東京都新宿区）で開催された第87回日
本寄生虫学会に参加した。以下に、興味深い演題
に関して概要を報告する。

◯モンゴル国における非ツェツェバエ媒介性ウマ
トリパノソーマ症の血清学的調査

水島大貴ら（帯広畜産大学）
モンゴル国において、ウマは使役のみならず乳
製品の生産などにも用いられている重要な家畜で
ある。近年、同国において、交尾でのみ伝播する
媾疫 （Trypanosoma equiperdum 感染症） ならび
に吸血昆虫によって機械的に伝播するスーラ （T. 
evansi 感染症） といった非ツェツェバエ媒介性ウ
マトリパノソーマ症の臨床症状を呈したウマが摘
発されている。しかし、同国におけるこれら感染
症の流行の実態は明らかにされていない。本演題
では、同国における非ツェツェバエ媒介性ウマト
リパノソーマ症の流行状況が報告された。
まず、演者らは T. equiperdum および T. evansi 
両種の共通抗原である T. evansi GM6 タンパクの
組換えタンパク （rTeGM6） を抗原とするELISA
を作出した。同 ELISA の感度は 71.7% 、特異度
は 99.0% であった。なお、カットオフ値は、モ
ンゴル国で飼育されていた非感染ウマ （PCR 、凝
集反応ならびに顕微鏡観察で陰性であったもの） 
19 頭の血清を用いて算出した （0.44）。流行状況
の調査には、2014 年 7 月から2015 年 12 月ま
でに、モンゴル国全域 （21 県） のウマ 1717 頭か
ら採取した血清を用いた。その結果、抗 rTeGM6 
抗体の保有率は 3.5% であり、特に同国中央部に
ある首都ウランバートルで繋養されている馬で高
い陽性率 （5.6～8.6%） を示した。また、雄 （1.7%） 
に比べて、雌の陽性率 （5.1%） が有意に高かった。
以上の成績から、非ツェツェバエ媒介性ウマトリ
パノソーマ症はモンゴル国中央部を中心に広く蔓
延していることが明らかとなった。
ウマトリパノソーマ症は家畜伝染病予防法の定

める届出伝染病に指定されている。一般的に、本
症の診断は血液中の原虫を鏡検によって検出する
ことで行われてきた。しかし、血中の原虫数が少
ない場合には検出が困難であること、検出には時
間を要することなどの欠点がある。今回、演者ら
が開発した ELISA 法の普及によって、他の流行地
域における本症の蔓延状況が明らかになることが
期待される。

◯多項目自動血球分析装置 （XN-30） のげっ歯類
マラリアモデルへの応用

東岸任弘ら（大阪大学）
ヒトのマラリアは熱帯から亜熱帯地域で流行し
ており、世界保健機関の推計では感染者は年間
２億人以上、死亡者は200万人にのぼる。マラリ
アの病原体は Plasmodium 属原虫であり、ヒトに
感染して問題となるのは熱帯熱マラリア原虫、三
日熱マラリア原虫、卵形マラリア原虫ならびに四
日熱マラリア原虫である。これら原虫は、蚊を介
してヒトに感染し、最初に肝細胞内で増殖する。
増殖した原虫は肝細胞から血液中に脱出し、赤血
球内でさらに分裂・増殖する。最終的に赤血球が
破壊されることで、周期性の発熱、貧血や脾腫な
どの臨床症状が現れる。そのため、マラリア原虫
の検出は血液塗抹標本の鏡検によって行われるの
が一般的である。しかし、鏡検による検査には熟
練した技術が必要であることに加えて、時間を要
する。そこで、演者らは、多項目自動血球分析装
置 XN-30 （シスメックス社製） を用いた検査法の
確立を試みた。
XN-30 はフローサイトメトリーの原理を応用
することにより、検体に含まれる血球の種類、数、
形態および内部構造を測定・検索することがで
きる。マラリア感染モデルには、げっ歯類マラリ
アを感染させたマウスを用い、感染マウス血 2 µl 
を核酸染色試薬で染色しXN-30 で約 1 分間測定
した。その結果、XN-30 はマラリア感染細胞を
検出することが可能であり、感染の有無を鑑別で
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第5回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会

本学術集会は、獣医病理学研究者が一堂に会し、
学術発表や活発な議論、情報交換を行う場である。
会期中、第58回獣医病理学研修会、チュートリ
アルセミナー「WHO腫瘍分類・リンパ腫」、スラ
イドセミナー「オートファジー」、卒後教育セミ
ナー「ウサギの網膜異形成について」「魚の毒性
病理学」、およびポスターによる一般発表（58演
題）が実施され、非常に内容の濃い２日間を過ご
すことができた。以下に発表内容および興味が持
たれた演題について紹介する。

第58回獣医病理学研修会には、JRA総研から馬
多結節性肺線維症の症例を提出した。以下に、本
発表と討議の概要について記載する。 

No.1199　馬の肺　（JRA競走馬総合研究所）
出題組織標本は、乗用として繋養されていたサ
ラブレッド種、騸、14歳の肺である。本症例は
１週間にわたる発熱を認め、獣医師の診療を受け
た。疼痛を伴う右飛節の腫脹および白血球数の増
加（13,100 cells/ mm3）が認められたため、蜂
窩織炎（いわゆる馬のフレグモーネ）と診断され、
抗菌薬および消炎剤の投与が行われた。しかし、
本症例は発熱を繰り返し、炎症マーカーである血
清アミロイド A 蛋白 （SAA） の高値 （3,120 mg/L） 
が続いた。さらに、約１ヶ月にわたり食欲減退や
元気消失を呈したため、予後不良と判断し病理解
剖に処された。剖検時、肺は赤色から淡赤色を呈
し水腫性であった。肺実質には、最大径 3 cm 大、

白色から黄白色を呈する充実性腫瘤が多病巣性か
ら癒合性に認められた。本研修会には、これら肺
病変から作製した組織切片を提出した。なお、そ
の他の所見として右飛節皮下織における水腫およ
び結合組織の増生、飛節関節における線維素の析
出が認められた。
病理組織学的に、紡錘形細胞の増殖、コラーゲ
ン線維の蓄積、マクロファージおよび好中球の
浸潤ならびに水腫によって肺胞中隔は肥厚して
いた。肺胞はⅡ型肺胞細胞の過形成によって内張
りされ、肺胞内には多数のマクロファージならび
に好中球の浸潤が認められた。まれに、好酸性核
内封入体を有するマクロファージが認められた。
免疫染色では、本邦において馬のウイルス性肺炎
の主な原因であるアデノウイルス１型・２型なら
びに馬ヘルペスウイルス１型・４型のウイルス抗
原は検出されなかった。一方、馬ヘルペスウイ
ルス５型 （EHV-5） のmRNAを対象とする in situ 
hybridization を実施したところ、肺胞内に浸潤す
るマクロファージが陽性となった。肺組織から抽
出した DNA を用いた PCR およびシークエンス解
析では、EHV-5 gH 遺伝子が検出された。肺組織
および右飛節関節液を用いたウイルス・細菌分離
では、病原体は分離されなかった。
以上の所見および検査結果から、提出標本の組
織診断名として「本症例の肺は間質の線維化、Ⅱ
型肺胞上皮細胞の過形成、肺胞へのマクロファー
ジおよび好中球の浸潤、ならびに肺胞内マクロ
ファージにおける核内封入体を特徴とする間質性

きることができた。さらに、マラリア感染赤血球
に認められる血球の形態異常を三次元的に検出す
ることによって、マラリアの増殖サイクルにおけ
る各ステージ （トロホゾイト、シゾント、ガメト
サイト） を検出することができた。また、XN-30 
の検出限界は 50 虫体/ µl であった。
流行地では、鏡検やPCR法がマラリア検査に用
いられている。しかし、鏡検の検出限界は 500～

5000 虫体/µlであり、 検査には高い技術が必要と
なる。PCR法は高感度 （検出限界は 5 虫体/ µl） で
あるものの、検査には時間を要する。一方、XN-
30 の検出限界は鏡検よりも高く、約 1 分間で感
染率を測定できる。このことから、XN-30 は臨
床現場でのマラリア検査や抗マラリア薬の評価な
どへの応用が期待される。

（越智章仁）
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肺炎」、疾病診断名として「馬多結節性肺線維症」
を提案した。
発表後の討論では、病変の解釈や形成機序につ
いて参加者から質問や意見が述べられた。例えば、
ウイルスに起因する肺炎では一般的に好中球の浸
潤は軽度であるが、本症例では好中球の浸潤が顕
著であったことに関して質疑があった。成書にお
いて好中球の浸潤の記載があることから、我々は
本疾病の特徴と捉えていると回答した。また、多
結節性の線維化が生じる機序などに関して討議が
行われた。EHV-5 による発生機序は未だ明らかに
されていない。しかし、浸潤しているマクロファー
ジの多くが組織修復型であることが報告されてい

ることから、これらマクロファージの産生するサ
イトカインなどによって異常な線維化が誘起され
ると考えられていると返答した。最終的に、診断
名はJRAが提案したとおりとなった。

（越智章仁）

なお、他機関からの提出標本および病理組織学
的診断名は以下のとおりであった。
◯馬における第一次硝子体過形成遺残 / 水晶体硝
子体血管膜過形成遺残（PHPV/PHTVL）の 1 例

佐野悠人ら（酪農学園大学）
第一次硝子体過形成遺残 / 水晶体硝子体血管膜
過形成遺残（PHPV/PHTVL）は、胎児期の眼球

第58回獣医病理学研修会　病理組織学的診断名一覧
標本番号 動物種 臓器・器官 出題機関 病理組織学的診断名（カッコ内は疾病診断名）

1195 イヌ 大脳 鳥取大 Malignant mixed glioma
1196 ネコ 小脳・頚髄 ノースラボ 線維軟骨塞栓による軟化（ネコの線維軟骨塞栓症）

1197 ブタ 脾臓 動衛研・小平
赤脾髄：赤血球充満による脾洞および脾索の拡張と出血
白脾髄：濾胞壊死およびリンパ球減少
（アフリカ豚コレラの実験感染）

1198 ウシ 骨髄 山口大 骨髄における脂肪細胞由来のヒアルロン酸産生細胞の蓄積
1199 ウマ 肺 JRA総研 ※別記

1200 チーター 胃・リンパ節 麻布大
異型Bリンパ球浸潤を伴う胃潰瘍
血球貪食を伴う壊死性リンパ節炎
（チーターの重症熱性血小板減少症候群）

1201 トナカイ 結腸 ACVP日本人会 組織球内酵母を伴う組織球性リンパ球形質細胞性結腸炎
（腸管ヒストプラズマ症）

1202 ブタ 肝臓 日生研 出血性小葉中心性肝細胞壊死
（ブタの肝異栄養症を疑う）

1203 イヌ 肝臓 大阪府立大 筋上皮の表現型を示す癌

1204 インコ 肝臓 岩手大 胆管過形成と病巣内微胞子虫を伴う慢性リンパ球形質細胞性胆管肝炎（En-
cephalitozoon hellem 感染症を疑う）

1205 マウス 肝臓腫瘤 残農研 Oval cell phenotypeを伴う胆管肝細胞癌
1206 ラット 肝門部腫瘤 摂南大 腫瘤形成を伴う胆管線維症

1207 トド 肝臓腫瘤 酪農大 多包虫による多房性嚢胞形成による肉芽腫性門脈炎、肝炎、および肝包
膜炎（トドの肝多包性エキノコックス症）

1208 ネコ 膵臓 農工大 ネコの膵臓における間質線維化および結節性過形成を伴う腺癌

1209 ウシ 腹腔内腫瘤 宮崎大 精細管の変性、壊死および高度の器質化がみられた精巣遺残組織（ウシ
にみられた精巣退縮症候群）

1210 フェネッ
ク 腎臓 日大 腎石灰沈着症

1211 ブタ 腎臓 鳥取県倉吉家保
動衛研・つくば 重度の壊死性組織球性血管炎（羊随伴型悪性カタル熱）

1212 チーター 精巣 日獣大 精細管の減数を伴う間質における脂肪細胞およびライディッヒ細胞増生

1213 ネコ 子宮 鹿児島大 子宮内膜過形成*

1214 イヌ 膣腫瘤 岐阜大 顆粒細胞変化を伴う平滑筋腫
1215 イヌ 胸椎 北大 類骨形成の著しい骨軟化症
1216 ラット 大腿部腫瘤 LSIメディエンス 悪性血管周皮腫
1217 イヌ 皮下腫瘤 北里大 皮膚明細胞付属器癌
1218 ウシ 皮膚 帯広大 皮膚線維乳頭腫症（先天性皮膚線維乳頭腫症）

1219 ネコ 皮膚 東大 パピローマウイルスに関連した基底細胞癌
（ネコパピローマウイルス5型感染）

*本研修会で確定診断に至らず追加検査を必要とされた症例　　　　　　　　　　　　　　　　　（上野孝範）
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発生における硝子体血管の退縮障害により、水晶
体後方における線維性血管性組織の形成を特徴と
する眼球奇形である。演者らは新生馬でPHPV/
PHTVLと診断した症例を経験したのでその詳細
を報告していた。
症例はサラブレッド種、牝、37日齢。出生時
より右眼球はやや小さく、角膜は部分的に白濁な
いし一部に血管新生が認められた。出生後２週間
加療したが、病変の改善は認められなかった。右
目の神経眼科学的検査はすべて陰性で、盲目と診
断された。病理解剖が実施され、右目はダビッド
ソン固定液に24時間浸漬固定され、割面観察後、
定法によりパラフィン包埋切片作製、HE染色し
組織学的検索がなされた。固定後断面では、右眼
球の硝子体腔は暗赤色で、水晶体と角膜は癒着し、
視神経乳頭部は隆起していた。組織学的には水晶
体後面全域は毛様体部と連続し、同部には化生骨
や石灰沈着、ヘモジデリン貪食マクロファージの
浸潤を伴う線維血管組織の形成が認められた。連
続切片では線維性血管組織の間に異形成を伴う網
膜組織が認められた。また硝子体出血や白内障も
認められた。以上の所見から、本症例は右眼球の
PHPV/PHTVLと診断された。水晶体と角膜の癒
着や白内障はPHPV/PHTVLに伴い、また硝子体
出血は網膜剥離に伴い生じたものと考えられた。
馬のPHPV/PHTVLに関する報告は、臨床的に診
断された成馬が成書にあるが、PHPV/PHTVL様
の眼球異常として記載されており、詳細は明らか
ではない。本症例は新生馬で確認されたPHPV/
PHTVLであり、貴重な症例と報告していた。
我々は、もちろんPHPV/PHTVLの経験はない
が、軽種馬生産地では本症例のような眼球奇形を
始めとして、全身諸所の奇形は流産胎児でしばし
ば見られる。馬の奇形の病態は系統的に全く調べ
られておらず、実態は不明である。健康な子馬が
生まれることが生産者にとっては非常に重要で、
これら奇形子馬を少なくするために、現状では正
確な診断と臨床事項の調査・解析といった地道な
取り組みがまずは重要であると考えられる。

◯動物の消化管リンパ腫の病理組織分類
チェンバース　ジェームス（東京大学）

この10年で犬や猫などの小動物の消化管内視
鏡検査およびリンパ球クローナリティー検査が普
及し、消化管粘膜の初期病変の観察や経時的な評
価が可能になっている。Dayら（2008年）は胃
腸炎の内視鏡生検サンプルの評価基準を作成し、
標本の品質が評価に影響することを示した。消化
管内視鏡検査組織において粘膜上皮のリンパ球浸
潤などの所見は胃腸炎とリンパ腫に共通して観察
される、それらの鑑別には重要であることが明ら
かにされてきたことから、猫では病理検査とク
ローナリティー検査を組み合わせた診断アルゴリ
ズムが提唱されている。猫のリンパ腫は、腫瘍細
胞の大きさ（small / large）の違いや筋層の貫通
性（transmural）増殖の有無により予後が大きく
異なる。貫通性浸潤の評価には腸管の全層生検
材料が必要であり、この点は内視鏡生検では評
価不可能である。犬においては慢性胃腸炎が多
く、その組織所見がリンパ腫と類似することか
ら、猫に比較して両者の鑑別はしばしば困難であ
る。このような背景から犬や猫の消化管リンパ腫
についても、ヒトのEnteropathy associated T-cell 
lymphoma（EATL）Type 1（large cell） お よ び
type 2（small cell 、monomorphic epitheliotropic 
intestinal T-cell lymphoma）に外挿して分類する
ことが提唱されている。実際に腸炎および消化管
リンパ腫の犬の一部では、ヒトのセリアック病と
類似した病態の血清中の抗グリアジン抗体が増加
して、リンパ腫に移行する症例の存在も示されて
いる。一方、いずれの組織分類にも当てはまら
ないT細胞性リンパ腫も存在し、これについては
EATLと区別して便宜的にintestinal T-cell lympho-
ma NOSと分類することが妥当と考えられる。犬
や猫のクローナリティー検査は、現状では組織診
断の補助として有用であるが、結果の解釈につい
ては臨床獣医師と十分に検討する必要がある。こ
のように犬や猫の消化管リンパ腫の病理所見およ
び病態が明らかにされつつあるが、現実的には既
存の分類に当てはまらず診断に苦慮する症例も存
在する。内視鏡生検のメリットを生かして治療反
応と病変を経時的に観察すること、および腫瘍細
胞の免疫表現型を明らかにしていくことが、病態
を反映した組織分類には必要である。
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馬における腫瘍の発生は他種動物に比べて少な
いものの、リンパ腫は比較的よく見られる腫瘍の
一つで、消化管を中心に腫瘍性増殖が見られる症
例を我々も病性鑑定で数例経験している。馬にお

けるリンパ球のクローナリティー検査についても
近年報告がなされてきており、我々が実施してい
る馬の病性鑑定への応用を検討して行きたい。

（片山芳也） 

第17回日本再生医療学会総会

第17回日本再生医療学会総会は、「産官学民の
知の結集」をテーマに、神奈川県のパシフィコ
横浜で平成30年３月21日から23日まで開催され
た。本学会は再生医療に関する基礎研究のみなら
ず、臨床応用・産業応用に対する課題を網羅的に
取り扱っており、日本における再生医療分野に
関する学術集会として最大規模である。本学会の
テーマが示すとおり、今年は再生医療に関する基
礎的な研究を、臨床現場で速やかに実現するため
の連携が重要視されたことから、オープン・イノ
ベーション・プラットフォームの構築がキーワー
ドになっていた。また、国会議員による基調講演
では、再生医療が日本経済を支える重要な資源に
なり得ることが示され、国内において、この分野
の研究調査がますます注目を集めることが予想さ
れた。以下に概要を報告する。
本年の日本再生医療学会では、「獣医師が行う
再生医療研究～小・大動物臨床への応用から畜産・
動物保護～」という以下の内容のシンポジウムが
開催され、光栄なことにシンポジストとして講演
を依頼されました。
１）骨格筋内脂肪蓄積機構の解明とその制御に向
けたモデル動物の作出
山内 啓太郎（東京大学大学院農学生命科学研
究科）
２）犬角膜上皮細胞の種特異性と再生医療への応
用
森田 希輔（東京大学大学院農学生命科学研究
科　獣医学専攻　獣医外科学研究室）
３）犬の骨髄から分離・培養した新規間葉系幹細
胞BM-PACsの性状と再生医療への応用
藤田 直己（東京大学大学院農学生命科学研究
科　獣医外科学教室）

４）ネコiPS細胞作製の試み
鳩谷 晋吾（大阪府立大学大学院生命環境科学
研究科）
５）ウマの浅指屈筋腱損傷に対する幹細胞移植治
療の基礎研究と臨床応用
笠嶋 快周（JRA日本中央競馬会　競走馬総合研
究所　臨床医学研究室）
６）iPS細胞を用いた絶滅危惧種の保護計画
沖田 圭介（京都大学iPS細胞研究所　未来生命
科学開拓部門）
演題名から理解できるように、内容は動物の再
生医療に取り組むアカデミアの基礎研究を中心と
したもので、私もウマ幹細胞の基礎研究について
講演させて頂きました。興味深いことは、各演題
の研究目的が多様であることで、拝聴させて頂い
た山内先生のラットを用いたご研究はヒトの筋ジ
ストロフィーの解明に貢献することが期待されま
した。森田先生と藤田先生のご研究はコンパニオ
ンアニマルの眼疾患や脊髄損傷への臨床応用が期
待され、実現性が高い印象でした。鳩谷先生のご
研究はイヌよりも輸血環境が整備できないネコの
血液細胞の供給を見据えて、ネコiPS細胞の作製
に取り組まれているという内容でした。また、最
後の沖田先生のご研究は、恐竜を蘇らせる有名な
映画を彷彿させるような内容でした。絶滅したシ
ロサイのiPS細胞から精子と卵子を誘導して、シ
ロサイを再生させようという壮大な構想で、世界
中の研究者が協力してプロジェクトを進めている
というお話でした。特に、受精卵から出産に至る
までに必要な子宮の提供をどの動物種から受ける
のか？というお話では、80kg近くになる胎子を
お腹の中に保持できる体格を有し、出産が帝王切
開になると予想されることから十分な麻酔管理が
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確立されている動物種が望ましく、現時点ではウ
マが最有力候補と考えられているとのお話でした。

以下は、私の講演要旨となります。

○ウマの浅指屈筋腱損傷に対する幹細胞移植治療
の基礎研究と臨床応用

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
浅指屈筋腱の損傷は、競走馬に多発する運動器
疾患の一つである。解剖学的に浅指屈筋腱はヒト
では手掌や手指に位置する腱であり、ウマでも前
肢端に位置する。しかし、浅指屈筋腱に求められ
る役割はヒトとウマで大きく異なる。四足歩行動
物であるウマにとって浅指屈筋腱は弾性エネル
ギーの効率的な使用によって高速な走行をもたら
す運動器であり、２足歩行のヒトのアキレス腱と
同等の働きを担う。故に、疾走を求められるアス
リートにアキレス腱の損傷が多発するように、競
走馬に浅指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然
的でもある。
獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り
返される運動負荷による腱組織の退行性変化に起
因する。損傷発症時の病態やそれに続く治癒過程
はヒトのアキレス腱損傷と概ね同様であり、急性
炎症に続く、肉芽形成、そして瘢痕組織への置換
が腱組織修復の顛末となる。よって長期間休養後
も、決して元の組織に復さず、本来の組織強度を
取り戻すことはなく、再発症は後を絶たない。そ
のため本症は競馬関係者から“不治の病”と忌み嫌
われてきたのである。治癒機転である瘢痕組織の
存在が腱組織の弾力性を減少させ、再発症のリス
クを高める原因と考えられることから、瘢痕形成
を極力抑え、本来の腱組織に近い組織として修復・
再生されることが期待できる治療法が待ち望まれ
てきた。そのため、損傷した腱の組織再生を期待
できる再生医療に関心が寄せられてきたのであ
る。本講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨
床的背景や病態、それに対する幹細胞移植治療の
臨床応用を実現し、さらに発展させるためにJRA
が取り組んできた研究に ついて紹介したい。
最後に、私達JRAが取り組んできたウマの腱組

織再生に関する研究がヒトの腱・靱帯損傷治療の
発展の一助となれば幸いである。

（笠嶋快周）

○変形性膝関節症に対するLeukocyte-Poor Plate-
let-rich plasma（LP-PRP）の関節内投与の有効
性と安全性の検討

齋田良知ら（順天堂大学）
多血小板血漿（PRP）療法は、ヒト医療では関
節炎治療に対する有効性が盛んに検討されてい
る。演者らはPRP治療を膝変形性関節症（OA）
患者に対して積極的に実施し、その有効性と安全
性を検証した。対象者は2015年以降にPRP治療
を行った膝OA患者中、３ヶ月以上観察し、各種
スコアを追跡できた55名（38.4±14.8（平均±
SD）歳、17～80歳、男/女43/12）とした。PRP
作製キットであるMyCellsを利用してPRPを作製
し（血小板数2.6±1.1倍、白血球数0.5±0.2倍）、
４～５ mlを平均2.4回（１～４回、合計延べ134
回）関節内投与し、患者立脚型スコアKnee injury 
and Osteoarthritis Outcome Score（KOOS） sub-
scaleのSymptom（S）、Pain（P）を、施術前と
３ヶ月後で評価した。その結果、KOOS-S 、-Pと
もにPRP投与後に有意に改善した（58.7→70.5、
65.5→75.9、P < 0.01）。OA患 者 のKOOSのMin-
imal Detectable Changes（S=15.5、P=13.4） を
カットオフ値と設定して、PRPの有効性と年齢、
BMI 、OA重症度、PRPの投与回数との関連性を
調査するための多変量ロジスティック回帰分析
を行った。その結果、KOOS-S 、-Pともに投与回
数のみが有意な効果予測因子であり、PRP１回の
オッズ比はそれぞれ3.3（95%CI; 1.4～7.8、P = 
0.007）、2.0（1.0～3.9、P = 0.049）であった。
PRP投与後の感染や反応性炎症などの有害事象が
発生することはなかった。
演者らは白血球をなるべく入れないPRP（Leu-
kocyte-poor PRP; LP-PRP）を作製して、活性化
を行わずそのまま投与するという方法によって実
際に臨床現場で応用している。ヒト臨床において
一定の基準で作製されたPRPを同じ手法で使用し
た治療例をまとめた統計データは貴重である。演
者らは２週おきにおおむね３回の関節内投与を目
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指していた。その間、患者らには膝への負重を伴
わないような運動を積極的に行わせていた。それ
にも係わらず、PRP投与によって有意な疼痛改善
が達成されたことは注目に値する。一方、PRP治
療の効果を患者の申告によるスコアリングで評価
しようとすると、一定のプラセボ効果が必ず上乗
せされてしまうということであった。ヒト臨床現
場でコントロールを設定することは非常に困難な
ことではあるが、これらを踏まえて本成績をどう
捉えるか、冷静に考察することが必要であろう。

○多血小板血漿（PRP）はマクロファージの遊走
を介して腱の組織修復を促進する

西尾啓史ら（順天堂大学）
PRPには多種多量のサイトカインが含まれてい
るが、近年ではこれらが投与周囲の炎症細胞の遊
走集蔟を促進させるという報告が散見される。演
者らはマウス腱を用いて、集蔟している炎症細胞
の種別の同定を試みた。マクロファージが特異
的にGFP陽性となるマウスの膝蓋腱に外科的に部
分欠損を作製し、血小板濃度が揃えられたWTマ
ウスのLeucocyte-Poor (LP)-/Leucocyte-Rich (LR)-
PRPを膝蓋腱欠損部に投与した。対照として、膝
蓋腱中央に部分欠損のみを作製し、PRP非投与群
とした。PRP投与後１/２/４/７/14/28/56日目
の腱組織をコラゲナーゼ処理して得られた細胞に
フローサイトメトリーを行い、マクロファージ
総数、炎症性マクロファージ（M1）、組織修復
マクロファージ（M2）の推移を解析した。PRP
投与群と比較し、投与群で１日目から有意にマ
クロファージ数の増加を認めた（平均：非投与
群＝2635、LP群＝15182、LR群＝16370、P＝
0.005（LP vs cont）、P＝0.004（LR vs cont））。
４日目からPRP投与群でM2マクロファージの割
合が増加し（M2比率：非投与群＝17.0% 、LP
群 ＝44.4% 、LR群 ＝42.1% 、P＝0.064（LP vs 
cont）、P＝0.093 （LR vs cont） ）、投与後14日目
には対照群と比較してLP群で有意にM2マクロ
ファージの増加が認められた（M2比率：非投与
群＝23.3% 、LP群＝57.9% 、LR群＝40.1% 、P＝
0.001（LP vs cont）、P＝0.102（LR vs cont）、P
＝0.082（LP vs LR））。

ウマでは関節内へのPRP投与によって、関節液
中に著しい炎症細胞の増加が認められるという報
告があり、私たちも実際に試行実験で確認してい
る。演者らの報告は、こういった炎症細胞の増
加は、投与したPRPが投与部位周辺に及ぼした影
響が原因であることを示唆している。また、PRP
は増加した炎症細胞の組成も変化させている可能
性がある。この組成の変化が及ぼす影響について
は今後議論が必要であると考えられるが、通常の
炎症反応においても、急性期から慢性期へ変化す
るにつれてマクロファージの主要なサブタイプが
M1からM2にシフトしていき炎症反応が終息へ導
かれることを考慮すると、PRPは炎症反応を早期
に終息させる効果があるものと推測される。同様
のことが腱や関節だけでなく、筋肉など他の組織
でも起こりうるのか、今後注目すべき内容である
と考えられた。

（福田健太郎）

○関節液中に存在し、間葉系幹細胞の増殖を促進
する新規因子（Factor A）は、半月板の再生を著
明に促進する

辻　邦和ら（東京医科歯科大学）
演者らのグループは、膝の関節軟骨や半月板の
疾患に対する間葉系幹細胞を用いた治療法を研究
してきた。その研究を通じて、関節液中から治癒
に関連する因子を発見した内容が報告された。
関節内に侵襲が生じた後の関節液中では、組織
再生に関与する問葉系幹細胞（MSC）の総数が増
大することが既に知られている。このことから、
演者らは膝損傷後の関節液中にはMSCを動員さ
せ、増殖および活性化する生理活性物質が存在す
るという仮説を考えた。そのことを確認するため
に、演者らのグループは関節液に対してタンパク
網羅的発現解析を実施し、因子を検索した後、生
理機能の詳細な解析を試みた。
その結果、急性炎症期の関節液中で発現量が増
大し、in vitroにおいてMSCの増殖を単独で正に制
御する新規因子（Factor A）を同定した。また、
このFactor Aを培地に添加したところ、MSCの増
殖因子として既に知られている血小板由来増殖
因子（PDGF）の細胞増殖活性を更に増大させる
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ことを演者らは明らかにした。また、阻害物質で
あるLY290042およびPD98059を培地に添加す
ることによって、この増殖活性が有意に抑制され
たことから、Factor AはPDGF 同様、細胞内PI3K-
AktおよびMAPK-ERK情報伝達経路を活性化させ
ることによってMSC増殖効果を増大させると考え
られた。さらに、マウス内側半月板前方1/2切除
後の半月板再生過程においてFactor Aを単回投与
すると、半月板切除部部位における軟組織の再構
築および軟骨分化を著明に促進した。
以上の結果から、演者らはFactor AがMSCの賦
活化を介して関節内軟骨組織の修復および再生に
重要な機能を有していると考えている。
当然のようだが、損傷した部位を治癒させよう
とする機構は生体本来に存在している。そのため、
損傷部には修復に関連する特別な因子があるだろ
うという考えは古くからあった。近年、再生医療
の急速な発展により、そうした特別な因子の正体
が次第に明らかになりつつある。中でもFactor A
の発見には大きなインパクトがある。特に、外因
性に投与したFactor Aによって治療効果が認めら
れた点は重要な知見である。今後、軟骨および
半月板を修復する薬として製品開発されることを
期待する。その一方、このFactor Aがウマにも存
在しているかどうか、また、存在していたとして
も、ヒト同様に修復に影響するかどうかは不明で
ある。本知見をウマ医療において有効活用するた
めには、詳細な検討が必要であろう。

○3Dスフェロイドを形成した間葉系幹細胞のβ
-catenin を介する骨分化促進作用

今村彩香ら（福岡歯科大学）
近年、間葉系幹細胞を３次元的に培養すること
によって、細胞が有する生理機能を向上させよう
とする試みが多くなされている。本発表では、幹
細胞を３次元培養することによって、骨形成の促
進が認められたことを報告している。
骨再生には足場、形成促進因子および幹細胞の
存在が必須であるとされている。ヒト医療の臨床
現場において、足場としての自家骨による補填材
や、PRPおよび完全自己血液由来フィブリンゲル
などの促進因子を利用した広い意味での再生治療

は既に実施されているものの、幹細胞が用いられ
ることは少ないとのことであった。他方、細胞間
相互作用が高く、幹細胞移植が実施しやすい球状
細胞塊（3Dスフェロイド）に対する基礎的な知
見も不足している。そこで演者らは、幹細胞を用
いた骨折治療の可能性および３次元培養による幹
細胞の生理機能向上を検討するために、本研究を
実施した。
本実験では骨基質形成能を有するマウス間葉系
幹細胞株（D1 ORL UVA細胞）を使用した。生体
本来の環境に近い３次元培養手法によって作製し
た3D スフェロイドと２次元培養手法（2D）によっ
て培養した幹細胞を、それぞれ骨芽細胞へと分化
させ、qPCR 法やWestern blotting法を用いて、増
殖能、分化能および骨基質形成能を比較した。ま
た、in vivoにおける実験として、加齢マウスの頭
蓋骨に骨欠損を作製し、3D スフェロイドと2D培
養幹細胞を移植した後、microCT法を用いて新生
骨形成能を評価した。
その結果、3Dスフェロイドは、2D培養幹細胞
に比較して骨分化時に骨形成関連遺伝子（ALP 、
Runx2、Osterix）の発現が多く認められた。その
際に、smadを介したWnt/β-catenin経路の活性
化が認められことから、β-cateninを欠損させた
細胞を用いて同様の実験をしたところ、3Dスフェ
ロイド形成が不完全となり、smadの抑制および
骨分化関連遺伝子の発現抑制が認められた。また、
加齢マウスを用いたin vivoにおける実験では、3D
スフェロイドは2D培養幹細胞に比較して新生骨
形成率が高かった。
以上の結果から、演者らは３次元培養手法に
よって作製した3D スフェロイドは、Wnt/β-cat-
enin経路を活性化させることによって、骨形成能
を促進させる作用があると考えている。
本学会では「３次元培養は２次元培養よりも機
能的に優れている」と結論する演題が他にも幾つ
か報告されており、生体環境に近い培養方法は注
目されている。再生医療に携わる企業からは、３
次元培養を実現するために必要な培養皿、イン
キュベーター、足場素材および培地などの様々な
新製品が発売されつつある。そうした新製品を応
用することで、腱、靱帯、骨あるいは軟骨などの
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治療目的に応じた新しい幹細胞培養条件を検討で
きるであろう。幹細胞による治療効果を飛躍的に
高める可能性がある３次元培養に関して、今後も
積極的に情報を収集したい。

（田村周久）

〇同種iPS細胞由来軟骨による関節軟骨再生治療
法の開発

妻木範行ら（京都大学）
関節軟骨は血管・神経・リンパ組織を欠くため
修復能に乏しく、加齢や怪我などに伴う関節軟骨
の損傷は変形性関節症の一因となる。このため細
胞や組織の移植による再生治療について長年研究
が行われてきた。細胞移植を伴う軟骨再生治療は
これまで自己由来軟骨細胞を採取・培養した後に
移植する方法がとられてきたが、この方法には
移植までの期間が長いことや移植量が限られると
いう課題がある。そこで本講演では、ヒトiPS細
胞由来軟骨細胞から軟骨組織を作成・移植する治
療法が紹介された。方法は、まずiPS細胞を軟骨
へ分化誘導してから数日後にBMP2、TGFβ1、
GDF5を加え、分化誘導開始から14日目に浮遊培
養を行う。これにより分化誘導開始から約２ヶ月
で大きさ１～２㎜の軟骨細胞塊が形成される。軟
骨欠損を作製した免疫抑制剤投与下のミニブタに
この細胞塊を移植したところ、Ⅱ型コラーゲンに
富む硝子軟骨様の軟骨形成が観察された。さらに
腫瘍形成や転移を認めなかったことからヒトへの
適用が期待される。本法が従来の方法に比べて優
れている点は移植片がiPS細胞であるため免疫原
生が比較的低いこと、品質管理された１種類の同
種iPS細胞から大量に軟骨細胞をつくれること、
硝子軟骨様の軟骨形成が期待できることである。
また、本法は細胞外マトリックスを模す目的で使
用される足場素材を使用しない。足場素材の使用
は移植時に炎症反応を起こす可能性があるだけで
なく足場素材を除去する工程で軟骨細胞が変性す
るデメリットがあるため足場素材を使用しないこ
とも本法の大きな特徴である。
馬の下肢部の骨折においても関節軟骨の欠損を
伴うことが多く欠損部は線維軟骨で覆われる。こ
のため本来の関節機能への回復に至らず関節炎を

繰り返し発症する馬は珍しくない。馬では関節軟
骨にかかる荷重が大きいため本法により移植軟骨
の生着や硝子軟骨様の軟骨形成がされるのかはわ
からないが、重度の関節軟骨欠損を伴う症例に対
しては将来的に有効な治療法となる可能性がある。

〇高純度硬化性ゲルを用いた無細胞移植軟骨再生
治療法の臨床応用

岩崎倫政ら（北海道大学）
再生医療における関節軟骨の修復方法は数多く
提唱されており、細胞の移植の有無で大きく分
類される。演者らは細胞移植を伴う方法につい
て細胞の採取と移植という２期的手術の侵襲性
は非常に高いと指摘し、１期的無細胞移植軟骨
再生療法を紹介した。この方法で用いるバイオ
マテリアルは高純度アルギン酸ゲル（UPAL gel : 
Ultra-purifi ed alginate gel）である。硝子軟骨の
主な構成成分はⅡ型コラーゲンやグリコサミノグ
リカンであることから、糖鎖の含有量が多いアル
ギン酸は軟骨再生のバイオマテリアルとして注目
されている。しかしながら、商業用のアルギン酸
では含まれるエンドトキシンの作用が懸念される
ため、この毒性を可能な限り小さくしたものが本
法で用いられるUPALである。UPALは毒性が低い
ばかりでなく、通常のアルギン酸と比較して細胞
培養時の細胞増殖能および軟骨分化誘導能が高い
ことが基礎研究で明らかとなっている。本研究で
はイヌの膝蓋骨滑車部に骨軟骨欠損を作製し、さ
らに同部に軟骨下骨欠損を作製後にUPAL gelを移
植して（つまり、骨髄から細胞誘導を図る骨髄刺
激法との併用療法になる）、軟骨再生能を観察し
た。UPAL gel移植群では術後27週においてUPAL 
gel非移植群と比較して肉眼的に軟骨表面の陥凹
が少なく、組織学的にⅡ型コラーゲンの形成や硝
子様軟骨が良好に形成されていた。さらに偏光顕
微鏡によって観察したコラーゲン線維の方向性も
UPAL gel非移植群と比較して正常組織に似た構造
が観察された。この結果から本法は関節軟骨の良
好な再生に寄与できる可能性があることがわかっ
た。さらに本法で用いたUPAL gelの特性として構
造適合性が高いことがあげられる。従来のバイオ
マテリアルは軟骨損傷部の形状に合わせることが
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難しかっただけでなく移植部での安定性を確保す
るために生体への縫合などが必要なものが多かっ
た。一方、UPAL gelは液化したUPALを損傷部に
流し込み表面に塩化カルシウムを添加することで
ゲル化させるため損傷部の形状に左右されること
なく使用できる。
本実験では骨髄刺激法とUPAL gelを併用し骨髄
から軟骨損傷部に移行する未分化細胞を主体とし
た軟骨再生が行われると考えられている。しかし
ながら、骨髄刺激法は軟骨下骨に造孔するため侵
襲がやや大きくなるデメリットがあるほか、もし
加齢などの理由で未分化細胞の誘導が乏しいと予

想される症例では十分な軟骨形成が望めない可能
性がある。演者はそのような場合には細胞移植の
併用も慎重に検討すべきとも述べていた。
馬においても関節軟骨が広範囲におよぶ症例に
はUPAL gelを用いることによって、1期的手術で
従来より良好な軟骨再生が望める可能性はある。
しかし、アルギン酸の代謝経路が十分に解明され
ていない点や損傷が軟骨下骨まで及ばない場合に
UPAL gelのみを用いるとどのような軟骨形成が観
察されるかが不明であるという点は今後の検討課
題である。

（三田宇宙）
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会期：2018年 12月３日（月）11：00より
 12月４日（火） 9：00より
会場：国際ファッションセンター（KFC Hall & 
Rooms）
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1
（03-5610-5801）
プログラム：
12月 3日（月） 一般講演、ランチョンセミナー、

企業展示、JRAとの合同懇親会
12月 4日（火） 一般講演、JRA・日本ウマ科学会

合同シンポジウム、優秀発表賞候
補講演、2018年学会賞受賞講演、
2018年奨励賞受賞講演、臨床委
員会企画症例検討会、ランチョン
セミナー、定時総会、企業展示

なお、12月３日（月）は、第60回JRA競走馬に
関する調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：会員5,000円　　非会員7,000円

学生2,000円（学生証をご提示ください）
※事前登録はありません。当日、受付（KFC 
Hall：3F）にてお支払いください。

【JRA・日本ウマ科学会　合同シンポジウム】
（KFC Hall：12月４日（火）13：10-15：40）

座長：松田芳和（JRA馬事部）
中西信吾（日本軽種馬協会）

テーマ：「競馬産業の国際化 ―これまでの取組み
と将来―」 　　 
•日本のPartⅠ国入りまでの道のり　　　　　　　

山野辺啓（JRA馬事部）
•（JPN）を国際ブランドに　　　　　　　　 　　　　　

松田　薫（日本軽種馬協会　業務部）
•施設面から見た各国の競馬場　　　　　　　　　　　

高田順一（JRA施設部）
•安全な国際間移動の仕組みづくり　　　　　　　　　　 　

山中隆史（JRA馬事部）
•海外から見た日本競馬　　　　　　　　　　　　

吉田直哉（ウィンチェスターファーム）
•総合討論 

【2018年奨励賞受賞講演】
（KFC Hall：12月４日（火）10：00-10：30）

座長：田谷一善（日本ウマ科学会副会長）
テーマ：重種馬における子宮疾患に関する研究 
講演者：滄木孝弘（帯広畜産大学）

【2018年学会賞受賞講演】
（KFC Hall：12月４日（火）10：30-11：00）

座長：青木　修（日本ウマ科学会会長） 
テーマ：馬のバイオメカニクスに関する研究
講演者：高橋敏之（JRA競走馬総合研究所）

【臨床委員会企画　症例検討会】
（Room 101-102：12月４日（火）9：00-11：00）

座長：宮越大輔
（NOSAIみなみ　家畜高度医療センター）　

テーマ：馬の新生子内科疾患　
パネリスト
１．滄木孝弘（帯広畜産大学） 

高齢の母馬（輓系）から生まれた子馬の
管理

２． 宮越大輔（NOSAIみなみ 家畜高度医療セン
ター） 
新生子馬不適応症候群の原因と治療に対
する検討

３．大久保正人（ノーザンファーム） 
一牧場におけるHIEに対する早期診断・
治療

４． 小笠原慶（NOSAIみなみ 西部家畜診療セン
ター）

催 事 案 内

第31回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ
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新生子溶血症　症例報告
5．敷地光盛（エルムホースクリニック） 

新生子における屈曲異常と甲状腺ホルモ
ンについて

6．遠藤祥郎（JRA日高育成牧場） 
オキシテトラサイクリン投与後に急性腎
不全を発症した新生子馬の一症例

   
【問い合わせ先】
○日本ウマ科学会事務局
【ADD】〒329-0412　栃木県下野市柴1400-4
　　　JRA競走馬総合研究所内
【TEL】0285-39-7398　
【FAX】0285-44-5676
【E-mail】e-offi  ce@equinst.go.jp
◯学術集会担当：石田信繁（JRA総研　企画調整室）
【E-mail】noishida@equinst.go.jp



（268） 馬の科学　Vol.55（3）2018

「馬の科学」編集規定
昭和39年１月20日設定

平成18年３月29日改定

平成21年１月４日改定

平成23年６月６日改定

１．発刊の目的

本誌は、馬についての自然科学、社会科学および人文科学に関する内容の普及と啓発のための和文記事を掲

載する普及誌（学術誌ではない）とする。

２．投稿資格

投稿は、日本中央競馬会の役職員およびその関係諸団体の役職員、日本ウマ科学会会員、ならびに編集委員

会が特に認めたものとする。

３．原稿の掲載

原稿の掲載については、編集委員会で協議し、編集委員長が決める。

４．原稿の提出

原稿の提出は、原則として編集委員を通じて行うものとする。外部の投稿者は、編集主幹に提出するものとする。

５．掲載の分類

本誌は、掲載内容により、研究コーナー（レポート、ノート）、総説、解説記事、技術コーナー（各種技術講座など）、

特別記事、トピック、随筆、研修・セミナー、情報コーナー（衛生情報、学会見聞記など）、催事案内その他に

区分して掲載する。

６．発行回数

本誌の発行回数は、原則として年４回とする。

７．別刷りの贈呈

原則として、研究コーナー（レポート、ノート）、総説、解説記事の執筆者にはPDFファイルを贈呈する。

８．雑則

その他、この規定に定めのない事柄は、編集委員会の協議を経て別に定める。



「馬の科学」執筆要領
１．原稿の作成
原稿は、A4版横書きとし、ワープロソフト（Microsoft Wordが望ましい）を用いて、
下記の留意事項に従って作成して下さい。
２．校正
校正は、原則として執筆者は初校の１回のみとし、再校および三校以上は編集主幹な
らびに印刷所が行うものとします。
３．転載の承認
本誌は、普及誌（学術誌ではありません）です。原稿作成にあたり、他の文献などか
ら図表を引用する場合には、その転載許可は原則として著者の責任で行って下さい。
４．用語
専門用語は、原則として日本語で記し、英語訳が必要と思われる場合には、日本語の
後に付記して下さい。付記する英語は、本文の最初に出てくる場合のみとします。動・
植物名および外国の国名は、原則としてカタカナで表記して下さい。学名はイタリック
体で、度量衡の単位と略号は、CGS単位または国際単位（SI単位）を用いて下さい。
数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献
記載方法は、一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）
写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。

７．原稿に関する照会および送付先
〒329-0412　栃木県下野市柴1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所
「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@equinst.go.jp
電話：0285-44-0090（代表）
ファクシミリ：0285-44-5676

馬　　の　　科　　学　55巻３号（通刊487号）
発　　　行 平成30年９月15日
編集委員会
　委員長： 近藤高志　主幹：  石田信繁
　委　員： 岡田　淳、小野圭一、笠嶋快周、片山芳也
 古角　博、佐藤文夫、高橋敏之、村中雅則

発　行　所 日本中央競馬会競走馬総合研究所
 〒329-0412　栃木県下野市柴1400-4
 電話　0285-44-0090（代）
印　刷　所 川口印刷工業株式会社
 〒020-0841　岩手県盛岡市羽場10地割1番地2
 電話　019-632-2211

※許可なく記事の転載を禁じます

（（（馬の科学））） 目次　第55巻,第3号,2018年9月

研究コーナー

研究レポート
サラブレッド競走馬における平均走速度への年齢の影響 ……………………………高橋敏之 …189
前腸間膜動脈の動脈瘤におけるSalmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusequi
（馬パラチフス菌）の保菌 …丹羽秀和・帆保誠二・木下優太・村中雅則・越智章仁・上野孝範・
奥河寿臣・針生和久・片山芳也 …………………………………………………………………………194

研究ノート
競走馬の下肢部疾病に対する馬用立位MRI検査 ………………………………………溝部文彬 …199

解 説 記 事

装蹄歴史案内　第21回　牛蹄鉄の導入と普及（後編） ………………………………関口　隆 …203
遺伝子ドーピングとゲノム編集 ……………………………………………… 戸崎晃明・草野寛一 …207

情報コーナー

特別記事
獣医学教育アドバンスト科目「大動物整形外科Hands-on （実習）」の概要 ………佐々木直樹 …214
学会報告
2017年米国獣医病理学会・米国獣医臨床病理学会学術集会 （American College of 
Veterinary Pathologists and American Society for Veterinary Clinical 
Pathology 2017 annual meeting） に参加して ……………………………………越智章仁 …217
AAEP（American Association of Equine Practitioners）コンベンション2017に参加して
 ……………………………………………………………………………………………黒田泰輔 …222

衛生情報
エクワイン・ディジーズ・クォ－タリー（2018年２号の紹介）……………………………近藤高志 …226
文献紹介
馬の上・下気道における細菌叢：健常馬・軽度咳嗽（炎症性気道疾患）罹患馬の
細菌叢の変化とデキサメタゾンの影響 ………………………………………………内田英里 …232
神経病原性ウマヘルペスウイルス１型感染症の治療における
バラシクロビル塩酸塩の早期投与の有効性 …………………………………………辻村行司 …234

学会見聞記
第32回日本整形外科学会基礎学術集会 ……………………笠嶋快周・福田健太郎・田村周久 …236
第214回つくば病理談話会および第109回JPCスライドセミナー ……………………片山芳也 …240
第２回JAPSAM PRP幹細胞研究会 ……………………………………………………福田健太郎 …242
第21回日本ワクチン学会学術集会 ………………………………………………………坂内　天 …243
第95回日本獣医麻酔外科学会 …………………………………………………………徳重裕貴 …245
第13回日本獣医再生医療学会年次大会 ……………………………………………福田健太郎 …246
平成29年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会 片山芳也・丹羽秀和・古角　博・太田　稔 …247
第14回乳酸研究会 ………………………………………………………………………向井和隆 …253
角膜カンファランス2018 …………………………………………………………………黒田泰輔 …254
第87回日本寄生虫学会 …………………………………………………………………越智章仁 …256
第5回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会 ……………越智章仁・上野孝範・片山芳也 …257
第17回日本再生医療学会総会 ………………… 笠嶋快周・福田健太郎・田村周久・三田宇宙 …260
催事案内
第31回日本ウマ科学会学術集会お知らせ ………………………………………………………………266



Vol.55
No.3
2018

第
五
十
五
巻

　第
三
号

Shimotsuke, Tochigi, Japan




