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特 別 記 事

　日本中央競馬会が創立された1954年（昭和29年）当時の競走馬の臨床現場においては、
我が国における馬獣医学の泰斗である東京大学・松葉重雄博士から引き継がれてきた獣医
療が行なわれていたようです。当時の資料を拝見すると、現在と比較すれば制約の多い状
況の中で、新しい知識を入手し、創意工夫がなされていたことがうかがえます。
　日本中央競馬会創立から5年後の1959年（昭和34年）に、競走馬総合研究所は設立され
ました。そして、さらにその5年後の1964年（昭和39年）、競走馬の獣医学に関する新しい
雑誌が創刊されました。新しい雑誌は、競走馬の臨床に関わる様々な診療技術の向上に主
眼が置かれていたこともあり、名称は「獣医技術」として船出しました。当時は、馬の獣医学
に関する最新の情報を入手できる手段や媒体は極めて少なく、「獣医技術」の創刊が果たし
た役割は大きなものがあったと思われます。創刊初期の各号には、解説記事や紹介記事な
ど知識の伝達・普及に役立つ情報が多かったようですが、徐々に研究報告や症例報告が増
加し、雑誌の内容が充実するとともに、我が国における馬獣医学を支える重要な存在と
なっていきました。
　その後、馬場・施設研究部門が競走馬総合研究所に設置されるなど、必要とされる情報の
範囲がより広範になったことから、1980年（昭和55年）、雑誌の名称が「獣医技術」から「馬
の科学」に変更されました。これ以降、「馬の科学」は、日本の馬獣医学や競馬産業に関する
多様な情報を入手できる雑誌として、昭和・平成を経て令和時代まで、継続して発行されて
きました。
　近年では、情報を入手する手段としてインターネットなどが広く普及したことに伴い、
世界中の馬に関連する情報を極めて容易に入手することができるようになりました。雑誌
媒体の重要性が変わることはありませんが、本誌としては一定の貢献を果たしたものと判
断し、本号をもって廃刊させていただくこととなりました。今後は、競走馬総合研究所の
ウェブサイトを通して情報発信を継続していく予定ですので、よろしくお願いいたしま
す。
　最後になりましたが、志高く創刊に関わった方々や研究報告などを投稿された方々をは
じめとした「馬の科学」の出版に関係された諸先輩および本誌を支えていただいた愛読者
の皆様に改めて感謝いたします。

競走馬総合研究所長　平賀　敦　　

馬の科学の廃刊にあたって

緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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要旨

　哺乳類において、子宮内膜から産生されるプロスタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退行因
子である。ウシやウマなどの家畜において、PGF2α の投与は、黄体を退行させ発情を回帰させる。ウマ
において、発情回帰に必要な PGF2α 投与量はウシの約 5 分の 1 と少ないことが知られているが、原因
は不明である。本研究では、ウマ子宮内膜にPGF2α 自己増幅機構が存在することを明らかにした。中期
黄体を有する雌ウマに PGF2α 類縁体 (エストラメイト®; d,l-cloprostenol; 250 μg) を筋肉内投与し、
投与後 72 時間まで採血した。血中プロジェステロン濃度は、PGF2α 類縁体の投与後 45 分で低下し始
め、投与後 24 時間まで低下し続けた。血中 PGF2α 代謝産物 (PGFM) 濃度は、 PGF2α 類縁体の投与後 
4 時間で上昇し始め、投与後 72 時間まで上昇し続けた。子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA の
発現は、黄体初期および黄体退行期に比べ黄体後期に有意に高い値を示した。培養実験において、PGF2
α は子宮内膜組織および細胞からの PGF2α 産生を有意に促進した。さらに、PGF2α は、子宮内膜細
胞のプロスタグランジン・エンドペルオキサイド合成酵素 2 (PTGS2) mRNA の発現を誘導した。本研究
の結果から、ウマ子宮内膜における PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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図1
雌ウマにPGF2α類縁体 (Estrumate®) 筋肉注射後の (A) 血中プ
ロジェステロン (P4) および (B) 血中 PGFM 濃度の変化。結果
は、平均±標準誤差で示した。n = 6。*: P < 0.05、投与前値（0ｈ）
との有意差。

図3
雌ウマの子宮内膜組織における PGF2α産生に及ぼす PGF2α
の影響。Vehicle: 対照区、Indo: インドメタシン。PGF2α産生量
は、対照区を 100 とした百分率 (%) で示した。結果は、平均±標
準誤差で示した。n = 3。a、b、c: 異なる英字は有意差を示す。P < 
0.05。

図2
雌ウマの黄体期の異なった時期における子宮内膜の PGF2α受
容体 (PTGFR) mRNA 発現。Early: 黄体初期、Developing: 黄体形
成期、Mid: 黄体中期、Late: 黄体後期、Regressed: 黄体退行期。結
果は、平均±標準誤差で示した。a、b: 異なる英字は有意差を示
す。P < 0.05。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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図4
雌ウマの子宮内膜上皮細胞 (A: epithelial cells) と間質細胞 (B: 
stromal cells)の PGF2α産生に及ぼす PGF2αおよびインドメ
タシン (Indo) の影響。PGF2α産生量は、対照区 (Vehicle) を 100 
とした (%) で示した。結果は、平均±標準誤差で示した。n = 3。
A、b、c:異なる英字は有意差を示す。P < 0.05。

図5
子宮内膜上皮細胞 (A: epithelial cells)と間質細胞 (B: stromal 
cells) の PGF2α産生に及ぼす PGF2α、オキシトシン (OT)、お
よびオキシトシン受容体拮抗薬 (OT antagonist) の影響。PGF2
α産生量は、対照区 (Vehicle) を 100 とした (%) で示した。結果
は、平均±標準誤差で示した。n = 3。A、b、c: 異なる英字は有意
差を示す。P < 0.05。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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図6
子宮内膜上皮細胞 (A: epithelial cells) および間質細胞 (B: 
stromal cells) の PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGDおよび PTGFR 
mRNA 発現に及ぼす PGF2αの影響。Vesicle: 対照区。結果は、平
均±標準誤差で示した。n = 3。a、b: 異なる英字は有意差を示
す。P < 0.05。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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研究レポート

溝部文彬1)・野村基惟2)・上野孝範3)・山田一孝4)

はじめに
　一般に、Bone Marrow Oedema（BMO）とは水素
原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪成分
が置換された状態を指す[1]。馬においては、遠位
種子骨、第2指/趾骨、第3中手/足骨（MC3/MT3）な
ど、主要な下肢部のMRI検査でBMO型信号変化が
認められている[2-4]。2010年にP1におけるBMO
型信号変化の検出を初めて報告したRamzanらは、
P1矢状骨折の要因として、疲労蓄積型の発症様式
も存在することを提唱している[5]。近年、この考
え方は様々な基礎的研究から支持されている。マ
イクロCTによってP1骨折馬対側肢のP1軟骨下骨

（SCB）の骨密度を調べたNobleらの研究では、限局
的に過剰・不均衡な骨代謝（モデリング・リモデリ

ング）が起こっていることが示された[6]。このこ
とは、競走馬においてP1に慢性的な骨負荷が加わ
ることで、SCBの骨密度上昇を特徴とする疲労蓄
積型の骨変化が起きる可能性を示唆している。一
方、MRI検査によってこのような変化を早期に検
出することができれば、骨折の重篤化を防止でき
ることが期待される。以上の背景から、立位MRI

（sMRI）検査においてP1にBMO型信号変化を示し
たサラブレッド種競走馬の臨床経過に着目し、
BMO型信号変化の診断的意義を明らかにするこ
とを目的とした。

材料と方法
　初診時のX線検査において確定診断に至る明瞭

な異常所見を欠き、sMRI検査によってP1にBMO
型信号変化が認められた8症例を対象とした。
sMRI検査には、Hallmarq製Equine Limb Scanner

（0.27テスラ）を使用した。

結果
　各症例の臨床経過を表1に示した。s MRI検査に
よってP1近位部に認められたBMO型信号変化は、
特徴的なT1強調画像での低信号、T2*強調画像で
の等～高信号と周囲の無信号、ならびに脂肪抑制

画像での高信号であった（図1）。2症例を除き、全
ての症例が競走に復帰した。一方、症例7はsMRI検
査から55日後において、小パドック放牧中にP1複
骨折を発症した。また、症例8については、跛行と
は異なる理由によって安楽死となり、P1の病理学

的検査が実施された。この主な病理所見は、BMO
型信号変化を認めていた骨梁部における水腫なら
びに骨密度の上昇であった。（図2）。

考察
　優れたコントラスト分解能を有するMRI検査で
は、水腫、出血あるいは血管透過性の亢進といった
骨組織内の炎症性変化を描出できる [7]。このた
め、競走馬の臨床現場においては、特にMC3/MT3
の骨折前駆病変の検出において、sMRI検査の活用
が進んでいる。一方、MC3/MT3顆骨折と異なり
[8]、これまでP1矢状骨折は突発的に発症すると考
えられてきた[9]。近年、MRIや骨シンチグラフィー
といった画像診断法の応用により、P1骨折の要因
として、SCBや骨梁部の骨密度増加を特徴とする
疲労蓄積型の発症様式が関連する可能性が指摘さ
れている[5, 10]。疲労骨折の画像所見を0-4にグ
レード分類したヒトでの研究によると、最も軽微
な損傷であるグレード1はMRI検査での脂肪抑制
条件における高信号とされている[11]。一方、この
分類によると、最も重症とされるグレード4はX線
検査やMRI検査など、あらゆる画像診断装置で明
瞭な骨折線を認める場合を指す。本研究では、X線
検査による明瞭な異常所見が認められない症例に
おいて、BMO型信号変化が描出された。これは、微
細骨折に伴う信号変化であった可能性が推察され
る。あるいは、GoldらやLipreriらの報告のとおり、
骨挫傷であった可能性も考えられる[12, 13]。
　サラブレッド種競走馬のMC3/MT3遠位部の変
化を高解像度定量CTにより分析した既報による
と、慢性的な骨負荷による疲労の蓄積に伴って骨
硬化が起こることが示されている[14]。これは、過
度の負荷によってSCBのリモデリングが抑制され
る一方、モデリングによって局所的に骨量が増加
した領域が生じることによる変化と考えられてい
る。同様の変化がP1にも生じることは完全には明
らかとされていないが、症例8の病理学組織学的
検査では、水腫像に加えて骨硬化像と考えられる
骨密度が限局的に上昇した領域が認められた。こ
れは、SCBのモデリングによって局所的に弾性が
低下した領域において、骨損傷が認められた証拠
と考えられる。MC3/MT3については、骨梁部で骨

密度が局所的に上昇することで、骨の生体力学的
健全性が損なわれ、骨折の危険性が高まることが
示唆されている[15]。P1については、前述のNoble
らの研究において、SCBに骨密度の不均衡な領域
が認められたことから、P1骨折の要因として疲労
蓄積型の発症様式も存在する可能性が推察されて
いた。本研究では、TRAP/ALP染色といった骨のモ
デリング・リモデリングを直接評価できる標本は
作製していない。非脱灰樹脂標本の作製を要する
これらの染色法の応用については、今後の検討課
題であるといえる。
　P1の微細骨折あるいは骨挫傷においては、局所
の帯熱や一過性の跛行が認められる程度で、臨床
症状に乏しい症例も存在する。従って、通常の臨床
検査では診断が難しく、sMRI検査の有用性は高い
と推察される[5]。本研究においても、sMRI検査に
よって全ての症例で異常が認められた。一方、症例
7については、診断後に移動した休養施設におい
て、小パドック放牧中にP1複骨折を発症した。こ
のことから、BMO型信号変化を認めた症例につい
ては、馬の動きを制限できる曳き運動の選択や経
時的な画像診断など、適切な管理を行うことで重
篤化の防止を図ることが重要と考えられた。これ
まで、X線検査で描出されるP1矢状骨折について
は、概ねその骨折線の長さが15mmを超える場合
において、内固定手術適応と考えられてきた[16]。
X線検査で異常を認めず、sMRI検査によってP1骨
損傷が疑われた症例における内固定手術の適応に
ついては、乗馬を対象にLipreriらが検討している 
[13]。その研究では、保存療法と手術適応症例の
フォローアップ調査により、跛行消失の有無など
を基にした検査後成績に有意な差は認められな
かったことを報告している。今後、競走馬について
は、さらに症例を増やして検証すべきと考えられ
た。
　結論として、P1の整形外科的異常が疑われる競
走馬においてX線検査で異常が認められない場
合、sMRI検査を実施すべきと考えられた。また、そ
の診断には臨床的意義のある所見と考えられた
BMO型信号変化を基に実施することが重要と推
察された。さらに、骨損傷の重篤化を防止するた
め、検査後の一定期間、適切な経過観察を実施する

ことが重要と考えられた。 
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要旨

　本研究では、立位MRI（sMRI）検査において第1指/趾骨（P1）にBone Marrow Oedema-type（BMO型）信
号変化を示したサラブレッド種競走馬の臨床経過に着目し、BMO型信号変化の診断的意義を明らかに
することを目的とした。初診時のX線検査において確定診断に至る明瞭な異常所見を認めなかった8症
例を対象とし、sMRI検査を実施したところ、P1近位部に骨内の水腫性変化を示唆するBMO型信号変化
が描出された。また、病理組織学的検査を実施した1症例では、水腫像に加えて骨硬化像と考えられる骨
密度が限局的に上昇した領域を認めた。これは、P1骨折の要因として、疲労蓄積型の発症様式も存在す
るという学説を支持する所見と考えられた。本研究では、保存療法により6/8症例が競走復帰に至った
が、P1の整形外科的異常が疑われる競走馬においては、BMO型信号変化の検出に基づく臨床診断を試
み、適切な休養と管理を指示することが重要と推察された。
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サラブレッド種競走馬の第1指/趾骨に認められる
BMO型信号変化の診断的意義

はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　一般に、Bone Marrow Oedema（BMO）とは水素
原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪成分
が置換された状態を指す[1]。馬においては、遠位
種子骨、第2指/趾骨、第3中手/足骨（MC3/MT3）な
ど、主要な下肢部のMRI検査でBMO型信号変化が
認められている[2-4]。2010年にP1におけるBMO
型信号変化の検出を初めて報告したRamzanらは、
P1矢状骨折の要因として、疲労蓄積型の発症様式
も存在することを提唱している[5]。近年、この考
え方は様々な基礎的研究から支持されている。マ
イクロCTによってP1骨折馬対側肢のP1軟骨下骨

（SCB）の骨密度を調べたNobleらの研究では、限局
的に過剰・不均衡な骨代謝（モデリング・リモデリ

ング）が起こっていることが示された[6]。このこ
とは、競走馬においてP1に慢性的な骨負荷が加わ
ることで、SCBの骨密度上昇を特徴とする疲労蓄
積型の骨変化が起きる可能性を示唆している。一
方、MRI検査によってこのような変化を早期に検
出することができれば、骨折の重篤化を防止でき
ることが期待される。以上の背景から、立位MRI

（sMRI）検査においてP1にBMO型信号変化を示し
たサラブレッド種競走馬の臨床経過に着目し、
BMO型信号変化の診断的意義を明らかにするこ
とを目的とした。

材料と方法
　初診時のX線検査において確定診断に至る明瞭

な異常所見を欠き、sMRI検査によってP1にBMO
型信号変化が認められた8症例を対象とした。
sMRI検査には、Hallmarq製Equine Limb Scanner

（0.27テスラ）を使用した。

結果
　各症例の臨床経過を表1に示した。s MRI検査に
よってP1近位部に認められたBMO型信号変化は、
特徴的なT1強調画像での低信号、T2*強調画像で
の等～高信号と周囲の無信号、ならびに脂肪抑制

画像での高信号であった（図1）。2症例を除き、全
ての症例が競走に復帰した。一方、症例7はsMRI検
査から55日後において、小パドック放牧中にP1複
骨折を発症した。また、症例8については、跛行と
は異なる理由によって安楽死となり、P1の病理学

的検査が実施された。この主な病理所見は、BMO
型信号変化を認めていた骨梁部における水腫なら
びに骨密度の上昇であった。（図2）。

考察
　優れたコントラスト分解能を有するMRI検査で
は、水腫、出血あるいは血管透過性の亢進といった
骨組織内の炎症性変化を描出できる [7]。このた
め、競走馬の臨床現場においては、特にMC3/MT3
の骨折前駆病変の検出において、sMRI検査の活用
が進んでいる。一方、MC3/MT3顆骨折と異なり
[8]、これまでP1矢状骨折は突発的に発症すると考
えられてきた[9]。近年、MRIや骨シンチグラフィー
といった画像診断法の応用により、P1骨折の要因
として、SCBや骨梁部の骨密度増加を特徴とする
疲労蓄積型の発症様式が関連する可能性が指摘さ
れている[5, 10]。疲労骨折の画像所見を0-4にグ
レード分類したヒトでの研究によると、最も軽微
な損傷であるグレード1はMRI検査での脂肪抑制
条件における高信号とされている[11]。一方、この
分類によると、最も重症とされるグレード4はX線
検査やMRI検査など、あらゆる画像診断装置で明
瞭な骨折線を認める場合を指す。本研究では、X線
検査による明瞭な異常所見が認められない症例に
おいて、BMO型信号変化が描出された。これは、微
細骨折に伴う信号変化であった可能性が推察され
る。あるいは、GoldらやLipreriらの報告のとおり、
骨挫傷であった可能性も考えられる[12, 13]。
　サラブレッド種競走馬のMC3/MT3遠位部の変
化を高解像度定量CTにより分析した既報による
と、慢性的な骨負荷による疲労の蓄積に伴って骨
硬化が起こることが示されている[14]。これは、過
度の負荷によってSCBのリモデリングが抑制され
る一方、モデリングによって局所的に骨量が増加
した領域が生じることによる変化と考えられてい
る。同様の変化がP1にも生じることは完全には明
らかとされていないが、症例8の病理学組織学的
検査では、水腫像に加えて骨硬化像と考えられる
骨密度が限局的に上昇した領域が認められた。こ
れは、SCBのモデリングによって局所的に弾性が
低下した領域において、骨損傷が認められた証拠
と考えられる。MC3/MT3については、骨梁部で骨

密度が局所的に上昇することで、骨の生体力学的
健全性が損なわれ、骨折の危険性が高まることが
示唆されている[15]。P1については、前述のNoble
らの研究において、SCBに骨密度の不均衡な領域
が認められたことから、P1骨折の要因として疲労
蓄積型の発症様式も存在する可能性が推察されて
いた。本研究では、TRAP/ALP染色といった骨のモ
デリング・リモデリングを直接評価できる標本は
作製していない。非脱灰樹脂標本の作製を要する
これらの染色法の応用については、今後の検討課
題であるといえる。
　P1の微細骨折あるいは骨挫傷においては、局所
の帯熱や一過性の跛行が認められる程度で、臨床
症状に乏しい症例も存在する。従って、通常の臨床
検査では診断が難しく、sMRI検査の有用性は高い
と推察される[5]。本研究においても、sMRI検査に
よって全ての症例で異常が認められた。一方、症例
7については、診断後に移動した休養施設におい
て、小パドック放牧中にP1複骨折を発症した。こ
のことから、BMO型信号変化を認めた症例につい
ては、馬の動きを制限できる曳き運動の選択や経
時的な画像診断など、適切な管理を行うことで重
篤化の防止を図ることが重要と考えられた。これ
まで、X線検査で描出されるP1矢状骨折について
は、概ねその骨折線の長さが15mmを超える場合
において、内固定手術適応と考えられてきた[16]。
X線検査で異常を認めず、sMRI検査によってP1骨
損傷が疑われた症例における内固定手術の適応に
ついては、乗馬を対象にLipreriらが検討している 
[13]。その研究では、保存療法と手術適応症例の
フォローアップ調査により、跛行消失の有無など
を基にした検査後成績に有意な差は認められな
かったことを報告している。今後、競走馬について
は、さらに症例を増やして検証すべきと考えられ
た。
　結論として、P1の整形外科的異常が疑われる競
走馬においてX線検査で異常が認められない場
合、sMRI検査を実施すべきと考えられた。また、そ
の診断には臨床的意義のある所見と考えられた
BMO型信号変化を基に実施することが重要と推
察された。さらに、骨損傷の重篤化を防止するた
め、検査後の一定期間、適切な経過観察を実施する

ことが重要と考えられた。 
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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表1　症例馬の一覧

図1
代表的な所見として、症例7の右前肢P1の矢状断（A, B, C）また
は前頭断（D, E, F）のT1強調画像、T2*強調画像および脂肪抑制
画像を示す。P1の海綿骨領域においてT1強調画像での低信号
（A ,  D）、T2 *強調画像での等～高信号とpha s e  e ff e c t  
cancellationによる 周囲の無信号（B, E）、ならびに脂肪抑制画
像での高信号（C, F）を認める。

図2
症例8の左P1の肉眼解剖および病理組織所見。（A）近位矢状断
面。囲い部分は右に示す病理組織像と一致する領域を示す。（B）
矢印は水腫を指す（PAS染色）。HE染色による骨密度の上昇した
骨梁部（C）と正常領域（D）。



（296） 馬の科学　Vol.56（4）2019

緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　一般に、Bone Marrow Oedema（BMO）とは水素
原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪成分
が置換された状態を指す[1]。馬においては、遠位
種子骨、第2指/趾骨、第3中手/足骨（MC3/MT3）な
ど、主要な下肢部のMRI検査でBMO型信号変化が
認められている[2-4]。2010年にP1におけるBMO
型信号変化の検出を初めて報告したRamzanらは、
P1矢状骨折の要因として、疲労蓄積型の発症様式
も存在することを提唱している[5]。近年、この考
え方は様々な基礎的研究から支持されている。マ
イクロCTによってP1骨折馬対側肢のP1軟骨下骨

（SCB）の骨密度を調べたNobleらの研究では、限局
的に過剰・不均衡な骨代謝（モデリング・リモデリ

ング）が起こっていることが示された[6]。このこ
とは、競走馬においてP1に慢性的な骨負荷が加わ
ることで、SCBの骨密度上昇を特徴とする疲労蓄
積型の骨変化が起きる可能性を示唆している。一
方、MRI検査によってこのような変化を早期に検
出することができれば、骨折の重篤化を防止でき
ることが期待される。以上の背景から、立位MRI

（sMRI）検査においてP1にBMO型信号変化を示し
たサラブレッド種競走馬の臨床経過に着目し、
BMO型信号変化の診断的意義を明らかにするこ
とを目的とした。

材料と方法
　初診時のX線検査において確定診断に至る明瞭

な異常所見を欠き、sMRI検査によってP1にBMO
型信号変化が認められた8症例を対象とした。
sMRI検査には、Hallmarq製Equine Limb Scanner

（0.27テスラ）を使用した。

結果
　各症例の臨床経過を表1に示した。s MRI検査に
よってP1近位部に認められたBMO型信号変化は、
特徴的なT1強調画像での低信号、T2*強調画像で
の等～高信号と周囲の無信号、ならびに脂肪抑制

画像での高信号であった（図1）。2症例を除き、全
ての症例が競走に復帰した。一方、症例7はsMRI検
査から55日後において、小パドック放牧中にP1複
骨折を発症した。また、症例8については、跛行と
は異なる理由によって安楽死となり、P1の病理学

的検査が実施された。この主な病理所見は、BMO
型信号変化を認めていた骨梁部における水腫なら
びに骨密度の上昇であった。（図2）。

考察
　優れたコントラスト分解能を有するMRI検査で
は、水腫、出血あるいは血管透過性の亢進といった
骨組織内の炎症性変化を描出できる [7]。このた
め、競走馬の臨床現場においては、特にMC3/MT3
の骨折前駆病変の検出において、sMRI検査の活用
が進んでいる。一方、MC3/MT3顆骨折と異なり
[8]、これまでP1矢状骨折は突発的に発症すると考
えられてきた[9]。近年、MRIや骨シンチグラフィー
といった画像診断法の応用により、P1骨折の要因
として、SCBや骨梁部の骨密度増加を特徴とする
疲労蓄積型の発症様式が関連する可能性が指摘さ
れている[5, 10]。疲労骨折の画像所見を0-4にグ
レード分類したヒトでの研究によると、最も軽微
な損傷であるグレード1はMRI検査での脂肪抑制
条件における高信号とされている[11]。一方、この
分類によると、最も重症とされるグレード4はX線
検査やMRI検査など、あらゆる画像診断装置で明
瞭な骨折線を認める場合を指す。本研究では、X線
検査による明瞭な異常所見が認められない症例に
おいて、BMO型信号変化が描出された。これは、微
細骨折に伴う信号変化であった可能性が推察され
る。あるいは、GoldらやLipreriらの報告のとおり、
骨挫傷であった可能性も考えられる[12, 13]。
　サラブレッド種競走馬のMC3/MT3遠位部の変
化を高解像度定量CTにより分析した既報による
と、慢性的な骨負荷による疲労の蓄積に伴って骨
硬化が起こることが示されている[14]。これは、過
度の負荷によってSCBのリモデリングが抑制され
る一方、モデリングによって局所的に骨量が増加
した領域が生じることによる変化と考えられてい
る。同様の変化がP1にも生じることは完全には明
らかとされていないが、症例8の病理学組織学的
検査では、水腫像に加えて骨硬化像と考えられる
骨密度が限局的に上昇した領域が認められた。こ
れは、SCBのモデリングによって局所的に弾性が
低下した領域において、骨損傷が認められた証拠
と考えられる。MC3/MT3については、骨梁部で骨

密度が局所的に上昇することで、骨の生体力学的
健全性が損なわれ、骨折の危険性が高まることが
示唆されている[15]。P1については、前述のNoble
らの研究において、SCBに骨密度の不均衡な領域
が認められたことから、P1骨折の要因として疲労
蓄積型の発症様式も存在する可能性が推察されて
いた。本研究では、TRAP/ALP染色といった骨のモ
デリング・リモデリングを直接評価できる標本は
作製していない。非脱灰樹脂標本の作製を要する
これらの染色法の応用については、今後の検討課
題であるといえる。
　P1の微細骨折あるいは骨挫傷においては、局所
の帯熱や一過性の跛行が認められる程度で、臨床
症状に乏しい症例も存在する。従って、通常の臨床
検査では診断が難しく、sMRI検査の有用性は高い
と推察される[5]。本研究においても、sMRI検査に
よって全ての症例で異常が認められた。一方、症例
7については、診断後に移動した休養施設におい
て、小パドック放牧中にP1複骨折を発症した。こ
のことから、BMO型信号変化を認めた症例につい
ては、馬の動きを制限できる曳き運動の選択や経
時的な画像診断など、適切な管理を行うことで重
篤化の防止を図ることが重要と考えられた。これ
まで、X線検査で描出されるP1矢状骨折について
は、概ねその骨折線の長さが15mmを超える場合
において、内固定手術適応と考えられてきた[16]。
X線検査で異常を認めず、sMRI検査によってP1骨
損傷が疑われた症例における内固定手術の適応に
ついては、乗馬を対象にLipreriらが検討している 
[13]。その研究では、保存療法と手術適応症例の
フォローアップ調査により、跛行消失の有無など
を基にした検査後成績に有意な差は認められな
かったことを報告している。今後、競走馬について
は、さらに症例を増やして検証すべきと考えられ
た。
　結論として、P1の整形外科的異常が疑われる競
走馬においてX線検査で異常が認められない場
合、sMRI検査を実施すべきと考えられた。また、そ
の診断には臨床的意義のある所見と考えられた
BMO型信号変化を基に実施することが重要と推
察された。さらに、骨損傷の重篤化を防止するた
め、検査後の一定期間、適切な経過観察を実施する

ことが重要と考えられた。 
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　一般に、Bone Marrow Oedema（BMO）とは水素
原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪成分
が置換された状態を指す[1]。馬においては、遠位
種子骨、第2指/趾骨、第3中手/足骨（MC3/MT3）な
ど、主要な下肢部のMRI検査でBMO型信号変化が
認められている[2-4]。2010年にP1におけるBMO
型信号変化の検出を初めて報告したRamzanらは、
P1矢状骨折の要因として、疲労蓄積型の発症様式
も存在することを提唱している[5]。近年、この考
え方は様々な基礎的研究から支持されている。マ
イクロCTによってP1骨折馬対側肢のP1軟骨下骨

（SCB）の骨密度を調べたNobleらの研究では、限局
的に過剰・不均衡な骨代謝（モデリング・リモデリ

ング）が起こっていることが示された[6]。このこ
とは、競走馬においてP1に慢性的な骨負荷が加わ
ることで、SCBの骨密度上昇を特徴とする疲労蓄
積型の骨変化が起きる可能性を示唆している。一
方、MRI検査によってこのような変化を早期に検
出することができれば、骨折の重篤化を防止でき
ることが期待される。以上の背景から、立位MRI

（sMRI）検査においてP1にBMO型信号変化を示し
たサラブレッド種競走馬の臨床経過に着目し、
BMO型信号変化の診断的意義を明らかにするこ
とを目的とした。

材料と方法
　初診時のX線検査において確定診断に至る明瞭

な異常所見を欠き、sMRI検査によってP1にBMO
型信号変化が認められた8症例を対象とした。
sMRI検査には、Hallmarq製Equine Limb Scanner

（0.27テスラ）を使用した。

結果
　各症例の臨床経過を表1に示した。s MRI検査に
よってP1近位部に認められたBMO型信号変化は、
特徴的なT1強調画像での低信号、T2*強調画像で
の等～高信号と周囲の無信号、ならびに脂肪抑制

画像での高信号であった（図1）。2症例を除き、全
ての症例が競走に復帰した。一方、症例7はsMRI検
査から55日後において、小パドック放牧中にP1複
骨折を発症した。また、症例8については、跛行と
は異なる理由によって安楽死となり、P1の病理学

的検査が実施された。この主な病理所見は、BMO
型信号変化を認めていた骨梁部における水腫なら
びに骨密度の上昇であった。（図2）。

考察
　優れたコントラスト分解能を有するMRI検査で
は、水腫、出血あるいは血管透過性の亢進といった
骨組織内の炎症性変化を描出できる [7]。このた
め、競走馬の臨床現場においては、特にMC3/MT3
の骨折前駆病変の検出において、sMRI検査の活用
が進んでいる。一方、MC3/MT3顆骨折と異なり
[8]、これまでP1矢状骨折は突発的に発症すると考
えられてきた[9]。近年、MRIや骨シンチグラフィー
といった画像診断法の応用により、P1骨折の要因
として、SCBや骨梁部の骨密度増加を特徴とする
疲労蓄積型の発症様式が関連する可能性が指摘さ
れている[5, 10]。疲労骨折の画像所見を0-4にグ
レード分類したヒトでの研究によると、最も軽微
な損傷であるグレード1はMRI検査での脂肪抑制
条件における高信号とされている[11]。一方、この
分類によると、最も重症とされるグレード4はX線
検査やMRI検査など、あらゆる画像診断装置で明
瞭な骨折線を認める場合を指す。本研究では、X線
検査による明瞭な異常所見が認められない症例に
おいて、BMO型信号変化が描出された。これは、微
細骨折に伴う信号変化であった可能性が推察され
る。あるいは、GoldらやLipreriらの報告のとおり、
骨挫傷であった可能性も考えられる[12, 13]。
　サラブレッド種競走馬のMC3/MT3遠位部の変
化を高解像度定量CTにより分析した既報による
と、慢性的な骨負荷による疲労の蓄積に伴って骨
硬化が起こることが示されている[14]。これは、過
度の負荷によってSCBのリモデリングが抑制され
る一方、モデリングによって局所的に骨量が増加
した領域が生じることによる変化と考えられてい
る。同様の変化がP1にも生じることは完全には明
らかとされていないが、症例8の病理学組織学的
検査では、水腫像に加えて骨硬化像と考えられる
骨密度が限局的に上昇した領域が認められた。こ
れは、SCBのモデリングによって局所的に弾性が
低下した領域において、骨損傷が認められた証拠
と考えられる。MC3/MT3については、骨梁部で骨

密度が局所的に上昇することで、骨の生体力学的
健全性が損なわれ、骨折の危険性が高まることが
示唆されている[15]。P1については、前述のNoble
らの研究において、SCBに骨密度の不均衡な領域
が認められたことから、P1骨折の要因として疲労
蓄積型の発症様式も存在する可能性が推察されて
いた。本研究では、TRAP/ALP染色といった骨のモ
デリング・リモデリングを直接評価できる標本は
作製していない。非脱灰樹脂標本の作製を要する
これらの染色法の応用については、今後の検討課
題であるといえる。
　P1の微細骨折あるいは骨挫傷においては、局所
の帯熱や一過性の跛行が認められる程度で、臨床
症状に乏しい症例も存在する。従って、通常の臨床
検査では診断が難しく、sMRI検査の有用性は高い
と推察される[5]。本研究においても、sMRI検査に
よって全ての症例で異常が認められた。一方、症例
7については、診断後に移動した休養施設におい
て、小パドック放牧中にP1複骨折を発症した。こ
のことから、BMO型信号変化を認めた症例につい
ては、馬の動きを制限できる曳き運動の選択や経
時的な画像診断など、適切な管理を行うことで重
篤化の防止を図ることが重要と考えられた。これ
まで、X線検査で描出されるP1矢状骨折について
は、概ねその骨折線の長さが15mmを超える場合
において、内固定手術適応と考えられてきた[16]。
X線検査で異常を認めず、sMRI検査によってP1骨
損傷が疑われた症例における内固定手術の適応に
ついては、乗馬を対象にLipreriらが検討している 
[13]。その研究では、保存療法と手術適応症例の
フォローアップ調査により、跛行消失の有無など
を基にした検査後成績に有意な差は認められな
かったことを報告している。今後、競走馬について
は、さらに症例を増やして検証すべきと考えられ
た。
　結論として、P1の整形外科的異常が疑われる競
走馬においてX線検査で異常が認められない場
合、sMRI検査を実施すべきと考えられた。また、そ
の診断には臨床的意義のある所見と考えられた
BMO型信号変化を基に実施することが重要と推
察された。さらに、骨損傷の重篤化を防止するた
め、検査後の一定期間、適切な経過観察を実施する

ことが重要と考えられた。 
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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研究レポート

溝部文彬1)・野村基惟2)・金井功太3)・石川裕博1)・山田一孝4)

はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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要旨

　本研究では、蹄骨骨折の画像診断における立位MRI（sMRI）検査の有用性を検討した。対象とした6症
例全てにおいて、T1強調条件および脂肪抑制条件で骨折部の評価が可能であった。また、遠位指節間関
節に骨折線が至るかどうかの診断には、多断面再構成像（multi-planar reconstruction）が有用と考えら
れた。なお、再sMRI検査を実施した3症例においては、臨床症状の変化に一致して脂肪抑制画像におけ
る高信号領域の減少が認められた。本研究から、競走馬の蹄骨骨折に対するsMRI検査の利用価値とし
て、比較的予後が良好とされるⅠ型の蹄骨翼骨折と骨折線が関節面に至るⅡ型骨折との鑑別診断およ
び骨折治癒過程の評価が可能となる点が挙げられる。
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。

参考文献
  1．Knickerbocker JJ, Wiltbank MC, Niswender 

GD. Mechanisms of luteolysis in domestic 
livestock. Domest Anim Endocrinol 1988; 
5:91-107.

  2．McCracken  JA ,  Cus te r  EE ,  Lamsa  JC .  
Luteolysis: a neuroendocrine-mediated event. 
Physiol Rev 1999; 79:263-323.

  3．Guthrie HD, Rexroad CE, Jr., Bolt DJ. In vitro 
release of progesterone and prostaglandins F 
and E by porcine luteal and endometrial 
tissue during induced luteolysis. Adv Exp 
Med Biol 1979; 112:627-632.

  4．Diaz  FJ ,  Crenshaw TD ,  Wi l tbank  MC.  
Prostaglandin f(2alpha) induces distinct 
physiological responses in porcine corpora 
lutea after acquisition of luteolytic capacity. 
Biol Reprod 2000; 63:1504-1512.

  5．Rexroad CE, Jr., Guthrie HD. Prostaglandin F2 
alpha and progesterone release in vitro by 
ovine luteal tissue during induced luteolysis. 
Adv Exp Med Biol 1979; 112:639-644.

  6．Tsai SJ, Wiltbank MC. Prostaglandin F2alpha 
induces expression of prostaglandin G/H 
synthase-2 in the ovine corpus luteum: a 
potential positive feedback loop during 
luteolysis. Biol Reprod 1997; 57:1016-1022.

  7．Kumagai A, Yoshioka S, Sakumoto R, Okuda K. 
Auto-amplification system for prostaglandin 
F2alpha in bovine corpus luteum. Mol Reprod 
Dev 2014; 81:646-654.

  8．Wade DE, Lewis GS. Exogenous prostaglandin 
F2 alpha stimulates utero-ovarian release of 
prostaglandin F2 alpha in sheep: a possible 
component of the luteolytic mechanism of 
action of exogenous prostaglandin F2 alpha. 
Domest Anim Endocrinol 1996; 13:383-398.

  9．Duong HT, Vu HV, Bah MM, Woclawek-Potocka 
I, Dam TV, Skarzynski DJ, Okuda K, Acosta TJ. 

Acute changes in the concentrations of 
prostaglandin F2alpha (PGF) and cortisol in 
uterine and ovarian venous blood during 
PGF-induced luteolysis in cows. Reprod 
Domest Anim 2012; 47:238-243.

10．Smi th  WL ,  Ga rav i t o  RM ,  DeWi t t  DL .  
Prostaglandin endoperoxide H synthases 
(cyclooxygenases)-1 and -2. J Biol Chem 
1996; 271:33157-33160.

11．Ginther OJ, Beg MA. The hour of transition 
into luteolysis in horses and cattle: a species 
c ompa r i s on .  The r i ogeno l ogy  2012 ;  
77:1731-1740.

12．Douglas RH, Ginther OJ. Luteolysis following 
a single injection of prostaglandin F2alpha in 
sheep. J Anim Sci 1973; 37:990-993.

13．Kimball FA, Wyngarden LJ. Prostaglandin 
F2alpha specific binding in equine corpora 
lutea. Prostaglandins 1977; 13:553-564.

14．Shrestha HK, Beg MA, Burnette RR, Ginther 
OJ .  P lasma c learance  and ha l f - l i fe  o f  
prostaglandin F2alpha :  a  comparison 
between mares and heifers. Biol Reprod 
2012; 87:18, 11-16.

15．Watson ED, Aubrey ES, Zanecosky HG, Sertich 
PL.  Isolat ion and culture of  glandular 
ep i the l ia l  and s t romal  ce l l s  f rom the  
endometrium of mares. J Reprod Fertil 1992; 
95:269-275.

16．Szostek AZ, Siemieniuch MJ, Galvao AM, 
Lukasik K,  Zieba D,  Ferreira-Dias GM, 
Skarzynski DJ. Effects of cell storage and 
passage on basal and oxytocin-regulated 
p r o s t a g l a nd i n  s e c r e t i o n  b y  e qu i n e  
endometrial epithelial and stromal cells. 
Theriogenology 2012; 77:1698-1708.

17．Szostek AZ, Adamowski M, Galvao AM, 
Ferreira-Dias GM, Skarzynski DJ. Ovarian 
s t e r o i d - d e p e n d e n t  t umo r  n e c r o s i s  
factor-alpha production and its action on the 
equine endometrium in vitro. Cytokine 2014; 
67:85-91.

18．Szostek AZ, Galvao AM, Ferreira-Dias GM, 
Skarzynski DJ.  Ovarian steroids affect 
p ros t ag l and in  p roduc t i on  i n  equ ine  
endometrial cells in vitro. J Endocrinol 2014; 
220:263-276.

19．Ferreira-Dias G, Bravo PP, Mateus L, Redmer 
DA, Medeiros JA. Microvascularization and 
angiogenic activity of equine corpora lutea 
throughout the estrous cycle. Domest Anim 
Endocrinol 2006; 30:247-259.

20．Kozai K, Hojo T, Tokuyama S, Szostek AZ, 
Takahash i  M ,  Saka tan i  M ,  Nambo  Y ,  
Skarzynski DJ, Okuda K. Expression of 
aldo-keto reductase 1C23 in the equine 
corpus luteum in different luteal phases. J 
Reprod Dev 2014; 60:150-154.

21．Fortier MA, Guilbault LA, Grasso F. Specific 
properties of epithelial and stromal cells from 
the endometrium of cows. J Reprod Fertil 
1988; 83:239-248.

22．Thibodeaux JK, Goodeaux LL, Roussel JD, 
Menezo Y, Amborski GF, Moreau JD, Godke 
RA. Effects of stage of the bovine oestrous 
cycle on in-vitro characteristics of uterine and 
oviductal epithelial cells. Hum Reprod 1991; 
6:751-760.

23．Lee HY, Acosta TJ, Tanikawa M, Sakumoto R, 
Komiyama J, Tasaki Y, Piskula M, Skarzynski 
DJ ,  Te tsuka  M,  Okuda  K .  The  ro le  o f  
g l u co co r t i c o i d  i n  t h e  r e gu l a t i on  o f  
prostaglandin biosynthesis in non-pregnant 
bovine endometrium. J Endocrinol 2007; 
193:127-135.

24．Labarca C, Paigen K. A simple, rapid, and 
sensitive DNA assay procedure. Anal Biochem 
1980; 102:344-352.

25．Toishi Y, Tsunoda N, Tagami M, Hashimoto H, 
Kato F, Suzuki T, Nagaoka K, Watanabe G, 
Tokuyama S, Okuda K, Taya K. Evaluation of 
the PATHFAST Chemiluminescent Enzyme 
Immunoassay for Measuring Progesterone in 
Whole Blood and Serum of Mares. J Equine 

Sci 2013; 24:47-51.
26．Uenoyama Y, Hattori S, Miyake M, Okuda K. 

Up-regulation of oxytocin receptors in 
po r c i ne  endome t r i um  by  adenos i ne  
3',5'-monophosphate. Biol Reprod 1997; 
57:723-728.

27．Skarzynski DJ, Jaroszewski JJ, Bah MM, 
Deptula KM, Barszczewska B, Gawronska B, 
Hansel W. Administration of a nitric oxide 
synthase inhibitor counteracts prostaglandin 
F2-induced luteolysis in cattle. Biol Reprod 
2003; 68:1674-1681.

28．Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative 
gene express ion data  us ing rea l - t ime 
quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) 
Method. Methods 2001; 25:402-408.

29．Kotwica G, Franczak A, Okrasa S, Kotwica J. 
Effec t  o f  an  o xy t o c i n  an t agon i s t  on  
prostaglandin F2 alpha secretion and the 
course of luteolysis in sows. Acta Vet Hung 
1999; 47:249-262.

30．Atli MO, Kurar E, Kayis SA, Aslan S, Semacan 
A, Celik S, Guzeloglu A. Evaluation of genes 
involved in prostaglandin action in equine 
endometrium during estrous cycle and early 
p r e gnancy .  An im  Rep rod  S c i  2010 ;  
122:124-132.

31．de Ruijter-Villani M, van Tol HT, Stout TA. 
Effec t  o f  p r egnancy  on  endome t r i a l  
expression of luteolytic pathway components 
in  the mare .  Reprod Fert i l  Dev 2015;  
27:834-845.

32．Beg MA, Gastal EL, Gastal MO, Ji S, Wiltbank 
MC, Ginther OJ. Changes in steady-state 
concentrations of messenger ribonucleic 
acids in luteal tissue during prostaglandin 
F2alpha induced luteolysis in mares. Anim 
Reprod Sci 2005; 90:273-285.

33．Sales KJ, Grant V, Jabbour HN. Prostaglandin 
E2 and F2alpha activate the FP receptor and 
up-regulate cyclooxygenase-2 expression via 
the cyclic AMP response element. Mol Cell 

Endocrinol 2008; 285:51-61.
34．Xu C, Long A, Fang X, Wood SL, Slater DM, Ni 

X, Olson DM. Effects of PGF2alpha on the 
expression of uterine activation proteins in 
pregnant human myometrial cells from upper 
and lower segment. J Clin Endocrinol Metab 
2013; 98:2975-2983.

35．Taniguchi K, Matsuoka A, Kizuka F, Lee L, 
Tamura I, Maekawa R, Asada H, Taketani T, 
Tamura H, Sugino N. Prostaglandin F2alpha 
(PGF2alpha) stimulates PTGS2 expression 
and PGF2alpha synthesis through NFKB 
activation via reactive oxygen species in the 
corpus luteum of pseudopregnant rats. 
Reproduction 2010; 140:885-892.

36．Shand N, Irvine CH, Turner JE, Alexander SL. 
A detailed study of hormonal profiles in 
mares at luteolysis. J Reprod Fertil Suppl 
2000:271-279.

37．Utt MD, Acosta TJ, Wiltbank MC, Ginther OJ. 
Acute effects of prostaglandin F(2alpha) on 
sys temic  oxy toc in  and  proges te rone  
concentrations during the mid- or late-luteal 
phase in mares. Anim Reprod Sci 2007; 
97:63-73.

38．Paccamonti DL, Pycock JF, Taverne MA, 
Bevers M, Van Der Weijden GC, Gutjahr S, 
Schams D, Blouin D. PGFM response to 
exogenous oxytocin and determination of the 
half-life of oxytocin in nonpregnant mares. 
Equine Vet J 1999; 31:285-288.

39．Szo s t e k  AZ ,  L u k a s i k  K ,  G a l v a o  AM ,  
Ferreira-Dias GM, Skarzynski DJ. Impairment 
o f  t he  i n t e r l euk in  s y s t em  i n  equ ine  
e ndome t r i um  du r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
endometrosis. Biol Reprod 2013; 89:79.

40．Stout TA, Lamming GE, Allen WR. The uterus 
as a source of oxytocin in cyclic mares. J 
Reprod Fertil Suppl 2000:281-287.

41．Watson ED, Buckingham J, Bjorksten T, 
Nikolakopoulos E. Immunolocalization of 
oxytocin and neurophysin in the mare uterus. 

J Reprod Fertil Suppl 2000:289-296.
42．han WY, Chen DL, Manning M. Oxytocin 

receptor subtypes in the pregnant rat  
myometrium and decidua: pharmacological 
different iat ions .  Endocrinology 1993;  
132:1381-1386.

43．Chen DL, Chan WY, Manning M. Agonist and 
an t agon i s t  s p e c i fi c i t i e s  o f  d e c i dua l  
prostaglandin-releasing oxytocin receptors 
and myometrial uterotonic oxytocin receptors 
in pregnant rats. J Reprod Fertil 1994; 
102:337-343.

はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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表1　症例馬の一覧
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緒論
　多くの家畜において、子宮から分泌されるプロ
スタグランジン F2α (PGF2α) は、主要な黄体退
行因子である [1, 2]。これまでに様々な動物種の
黄体 [3-7] および子宮内膜 [8, 9] に、PGF2α 自己
増幅機構が存在することが報告されている。しか
し、ウマでは同様の機構が存在するか否かは未解

明である。
　PGF2α は、アラキドン酸カスケードを介して
合成される。アラキドン酸は、ホスホリパーゼ A2 
により細胞膜リン脂質より遊離する。遊離したア
ラキドン酸は、プロスタグランジン・エンドペルオ
キサイド合成酵素 (PTGS) 1 および PTGS2 により 
PGH2 に変換される [10]。その後、PGH2 は PGF 

合成酵素 (PGFS) により PGF2α に変換される。ま
た、PGF2α は、15-ヒドロキシプロスタグランジ
ン脱水素酵素 (HPGD) により PGF 代謝産物 
(PGFM) に代謝される。
　ウマは、他の家畜に比べ、PGF2α の黄体退行作
用への感受性が高いことが知られている。ウマの
黄体退行に必要な PGF2α 類縁体の投与量 (8 μ
g/kg)は、ウシの 5 分の 1 (40 μg/kg) [11]、ヒツ
ジの 18 分の 1 (144 μg/kg) [12] である。ウマに
おいて、黄体細胞膜の PGF2α に対する親和性は、
ウシの約 10 倍高いことが報告されている [13]。
また、血中 PGF2α の半減期ならびに尿中に排出
されるまでにかかる時間は、ウマではウシに比べ
て長い。したがって、ウマでは、PGF2α の標的器
官はより長時間高濃度の PGF2α に曝露されると
推察されている [14]。
　子宮内膜において産生される PGF2α は、黄体
退行に重要であるため、その産生がどのように調
節されているかを解明することは極めて重要であ
る。これまでに培養実験によって、ウマ子宮内膜の 
PGF2α 産生は、オキシトシン (OT) [15, 16]、腫瘍
壊死因子-α (TNF-α)[17]、および卵巣ステロイド
ホルモン [18] を含む多くの因子によって促進さ
れることが明らかにされてきた。しかし、PGF2α 
が PGF2α 産生に影響を及ぼすか否かは不明であ
る。私共は、「ウマ子宮内膜に PGF2α 自己増幅機
構が存在し、黄体退行に寄与している」とする仮説
を提唱した。本研究では、この仮説を証明する目的
で、ウマ生体ならびに子宮内膜組織および細胞の
培養系を用いたin vivo とin vitroの実験を行い、子
宮内膜の PGF2α 産生に及ぼす PGF2α の影響を
明らかにした。

材料および方法
供試馬
　ウマ生体を用いたin vivo実験 (実験 1) には、
ノーザンファーム（北海道勇払郡安平町, 北緯 
42°) にて育成された雌サラブレッド種 (非泌乳
雌 6 頭, 4-11 歳) を用いた。本実験は 2 月に実施
された。供試馬は 6 時から15 時まで自然光下、そ
の他の時間は人工的に照明時間が管理された屋内
で飼育された。照明は20 時から 4 時まで消灯さ

れた。排卵日を特定するために、毎日直腸検査と超
音波画像診断装置（ALOKA SSD-620, Hitachi 
Medical Corporation, 東京）を用いた検査により卵
巣の状態を観察し、併せて血中プロジェステロン
濃度を測定した。供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、ノーザンファームが定めたノーザン
ファームの実験動物管理委員会において承認され
ており、ガイドラインに従って行われた。
　In vitroの培養実験 (実験 2-5) に用いた子宮は、
熊本県の食肉センター (熊本県菊池市, 北緯 32°) 
において、アングロノルマン種 25 頭 （2-11歳, 体
重約600kg）より屠殺後に採取した。全ての供試馬
は、カナダから輸入された後約 2 年間肥育された
ものを用いた。また、全ての供試馬は、自然光下で
飼育された。

血液の採取
　血液は、頚静脈からプラスチックチューブに採
取した。採取した血液は、全血をプロジェステロン
濃度測定に使用し、遠心分離 (1,700 x g, 10 分間) 
により得られた血清を PGFM 濃度測定に用いた。
血清には、PGF2α の代謝を防ぐために安定化剤 
(0.3 M EDTA, 1% アスピリン, pH 7.3) 200 μl を
加えた。全血および血清は、ホルモン濃度を測定す
るまでの間 -30℃ で凍結保存した。

子宮の採取
　4 月から 7 月末までの期間に、卵巣および子宮
を採取し、Ferreira-Dias ら [19]および Kozai ら 
[20] の方法に従って黄体および卵胞の肉眼的所
見によって黄体初期、黄体形成期、黄体中期、黄体
後期、および黄体退行期の 5 ステージに分類し
た。分類後、子宮をペニシリン (PGLD 610, Meiji 
Seika Pharma, 東京) 100 IU/mL およびストレプ
トマイシン (SSDN 211, Meiji Seika Pharma, 東京) 
100 μg/mL を含む生理的食塩水に浸漬し、氷上
に乗せて研究室に持ち帰った。

子宮内膜組織の採取
　子宮表面を流水で洗浄し、黄体あるいは主席卵
胞 (直径 35 mm 以上) と同側の子宮角を切り出し
た。縦方向に切開して内膜側を露出させ解剖台に

固定し、メスを用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目
を入れ、子宮内膜を帯状に剥離した。剥離した子宮
内膜を 5 mm ごとに切り分け、子宮内膜の組織片
を作製した。組織片は、ペニシリン 100 IU/mL、ス
トレプトマイシン 100 μg/mL および 0.1% ウシ
血清アルブミン (BSA, 10735078001, Roche, 
Manheim, Germany) を含むハンクス平衡塩溶液
で 3 回洗浄し、組織培養に供した。また、遺伝子発
現を検討するため、黄体期各時期の子宮内膜組織
片は速やかに液体窒素に浸漬し、全 RNA の抽出ま
で -80℃ で凍結保存した。

子宮内膜細胞の単離および培養
　ウシにおいて、子宮内膜細胞の培養には黄体初
期の子宮内膜から単離した細胞が最適であること
が報告されている [21, 22]。そのため、本研究では
黄体初期のウマの子宮内膜から単離した細胞を培
養実験に用いた。Szóstek ら [16] の方法を参考に
子宮内膜上皮および間質細胞を単離した。

【上皮細胞の単離】初期黄体を有する卵巣と同側の
子宮角を切り出し、血液などの付着物を流水で洗
浄した。子宮角の頚管側にポリ塩化ビニール製の
カテーテルを挿入し、縫合糸で固定した。カテーテ
ルを通じてハンクス平衡塩溶液 10 mLで子宮腔
内を 3 回洗浄した。その後、 0.3% トリプシン 
(T4665, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) を含
むハンクス平衡塩溶液30-50 mL を子宮腔内に注
入し 37℃ で 40 分間インキュベートした。40 分
後、子宮腔内のハンクス平衡塩溶液をポリプロピ
レン製遠沈管 (50 mL) に回収し、遠心分離 (200 x 
g, 20℃, 10 分間) した。遠心分離後、沈殿した細胞
塊を回収し、さらに遠心分離 (200 x g, 20℃, 10 
分間) した。遠心分離後、再び細胞塊を回収し、
0 . 0 5 %  コラゲナーゼタイプ  I  ( C 0 1 3 0 ,  
Sigma-Aldrich) を含むハンクス平衡塩溶液 50 mL 
に入れ、38℃ に設定したウォーターバスの中で撹
拌しながら 30 分間インキュベートした。

【間質細胞の単離】子宮角を縦方向に切開し、子宮
内膜を露出させて解剖台に固定した。ハンクス平
衡塩溶液により上皮細胞を洗い流した後、メスを
用いて幅 5-7 mm の帯状に切れ目を入れ、子宮内
膜を帯状に剥離した。剥離した子宮内膜組織を細

切し、0.05% コラゲナーゼタイプ I および 0.005% 
DNase I (D5025, Sigma-Aldrich) を含むハンクス
平衡塩溶液 50 mL に浸漬させ、38℃ に設定した
ウォーターバス中で撹拌しながら 45 分間イン
キュベートした。
　インキュベート終了後、細胞懸濁液を金属製
メッシュ (150 μm および 34 μm) で濾過し、遠
沈管に回収した。抗生物質と 0.1% ウシ血清アル
ブミンを含むダルベッコ改変イーグル培地 
(DMEM, D1152, Sigma-Aldrich) で遠沈管内の液
量を調節し、遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分間) し
た。遠心分離後、上清を廃棄し、細胞懸濁液中に混
在する赤血球を溶血させるために、Tris-NH4Cl 緩
衝液 30 mL を加え遠心分離 (200 x g, 4℃, 10 分
間) した。遠心分離後、上清を廃棄し、DMEM で 2 
回遠心洗浄した。遠心洗浄後、上清を破棄し、10% 
ウシ血清 ( C S ,  1 6 170 - 0 78 ,  G i b c o ,  L i f e  
Technologies, Carlsbad, CA, USA) およびゲンタマ
イシン (G1397, Sigma-Aldrich) 20 μg/mL、アン
ホテリシン B (A9528, Sigma-Aldrich) 2 μg/mL 
を含むダルベッコ改変イーグル培地/ハム F-12 混
合培地  ( DM EM / H a m ’ s  F - 1 2 ,  D 8 9 0 0 ,  
Sigma-Aldrich) を加え、得られた細胞懸濁液中の
細胞数を計測した。
　生細胞数が 1 x 105 cells/mL となるように、
10% ウシ血清、20 μg/mL ゲンタマイシンおよび 
2  μ g / m L  ア ン ホ テ リ シ ン  B  を 含 む  
DMEM/Ham’s F-12 で細胞懸濁液を調整した後、
上皮細胞および間質細胞を 24 穴培養プレート 

（662160, Greiner Bio-One; Monroe, NC, USA) ま
たはフラスコ (442404, Nunc, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA) に播種し、38.0℃、
5% CO2、95% 空気の条件下で培養した。得られた
間質細胞の懸濁液には上皮細胞が混在している可
能性があるので、播種 3 時間後に培養液を交換し
て混在している上皮細胞を取り除いた。培養液は 
48 時間毎に交換し、細胞がコンフルエントに達す
るまで、通常 5-6 日間培養した。

実験手順
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響

　中期黄体を有する雌ウマ (排卵後 6-8 日目,  n = 
6) に、PGF2α 類縁体 (エストラメイト®, Intervet, 
東京,  d,l-cloprostenol 250 μg/mL) を 1 mL 筋肉
内投与した。PGF2α 類縁体の投与後、定期的 (0, 
1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24, 48, 72 時間) に採血し、血中プロジェステロン
および PGFM 濃度を測定した。

実験 2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α 受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　ウマ発情周期中の全ステージを通して、子宮内
膜における PTGFR mRNA 発現の変化を調べる目
的で、黄体初期 (n = 6)、黄体形成期 (n = 5)、黄体中
期 (n = 4)、黄体後期 (n = 3)および黄体退行期 (n = 
7) の子宮内膜における PTGFR mRNA 発現を定量
的 RT-PCR 法により調べた。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　子宮内膜組織の培養は、 Lee ら [23] の方法を参
考にした。子宮内膜組織の培養には、PTGFR mRNA 
発現の最も高かった黄体後期の子宮 (n = 3) を用
いた (図 2)。子宮内膜組織片を 0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 の入ったガラスチューブに浸
漬させた。ガラスチューブ内へ PGF2αの溶媒 (1 
% エタノール, 対照区)、PGF2α (16010, Cayman 
Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 0.1 μM あるいは 
PTGS1/2 阻害剤であるインドメタシン (I7378, 
Sigma-Aldrich) 10 μM を単独または組み合わせ
て添加し、5% CO2、95% 空気の条件下で培地を平
衡化後、37.5℃ で 2 時間培養した。培養終了後、添
加した PGF2α を除去する目的で組織片を滅菌生
理的食塩水で 6 回洗浄し、0.1% ウシ血清アル
ブミン、20 μg/mL  ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 が入ったガラスチューブに組
織片を移した。5% CO2、95% 空気の条件下で培地
を平衡化後、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
培養上清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 
1% アスピリン, pH 7.3) 10 μL を加えて、PGF2α 
濃度測定まで -30℃ で凍結保存した。培養終了後

の子宮内膜組織片は重量を計測し、測定した 
PGF2α 濃度を単位重量あたりに換算した。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を 0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換し、PGF2αの溶媒 (1 % 
エタノール; 対照区)、PGF2α 0.1 μM、インドメタ
シン 10 μM、オキシトシン 100 nM、およびオキ
シトシン受容体拮抗薬 (L368.899,  Nacala i  
Tesque, Japan) 100 nM を単独または組み合わせ
て添加した。37.5℃ で 2 時間培養し、添加した 
PGF2α を除去する目的で24 ウェル培養プレー
トをリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄した。洗浄後、
DMEM/Ham’s F-12 を24 ウェル培養プレートに
加え、さらに 2 時間培養した。培養終了後、培養上
清を 1 mL 回収し、安定化剤 (0.3 M EDTA, 1% ア
スピリン, pH 7.3) 10 μL 加え、PGF2α 濃度測定
まで -30℃ で凍結保存した。Labarca と Paigen 
[24] の方法に従い各ウェル内の DNA 量を算定
し、培養上清中 PGFα 濃度を単位 DNA 量あたり
に換算した。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　コンフルエントに達した子宮内膜上皮 (n = 3) 
および間質細胞 (n = 3) の培養液を、0.1% ウシ血
清アルブミン、20 μg/mL ゲンタマイシンを含む 
DMEM/Ham’s F-12 に交換後、PGF2α 0.1 μM を
添加し、37.5℃ で 4 時間培養した。培養終了後、上
清を除去してリン酸緩衝食塩水で 2 回洗浄し、
TRIsure (BIO-38033, Bioline, London, UK)を加え、
細胞溶解液を回収した。回収した細胞溶解液は全 
RNA 抽出まで -80℃ で凍結保存した。

プロジェステロン濃度の測定
　採血した血中プロジェステロン濃度は、Toishi 
ら [25] の方法に従い、PATHFAST assay system 
(Mitsubishi Chemical Medience, 東京)により測定
した。測定内変動は 3.6-10.2% であった。

PGF2α および PGFM 濃度の測定
　採取した培養上清中の PGF2α  濃度は、 
Uenoyama ら [26] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。採取した血清中 PGFM 濃度は、
Skarzynski ら [27] の方法に従い、酵素免疫測定法
により測定した。測定内および測定間変動は、
PGF2α が 4.8% と 7.5%、PGFM が 2.4% と 7.2% 
であった。

定量的 RT-PCR 法
　TRIsure を用いて、定法に従い子宮内膜組織お
よび細胞から全 RNA を抽出した。抽出した全 
RNA 1 μg から iScript RT Supermix for RT-qPCR 
(170-8840, Bio-Rad, Laboratories, Melville, NY, 
USA ) を用いて一本鎖 cDNA を合成した。遺伝子
発現量は MyiQ (Bio-Rad Laboratories) および 
iQ T M  S YBR®  G r e e n  S u p e rm i x  ( B i o - R a d  
Laboratories) を使用した定量的 RT-PCR 法により
測定した。PCR 反応は、95℃ 3 分、その後 94℃ 15 
秒、 60℃ 20 秒、72℃ 15 秒 を 1 サイクルとして
計 45 サイクルの処理を行った。β-actin はハウス
キーピング遺伝子であり、内部標準として PTGFR、
PTGS1、PTGS2、PGFS、および HPGD mRNA 発現量
の増減を評価するための指標として用いた。解析
は、Livak と Schmittgen [28] の方法に従い、比較 
Ct 法を用いて行った。定量的 RT-PCR 法に用いた
プライマーを表 1 に示した。

統計処理
　結果は同一実験区ごとに平均値±標準誤差で表
した。血中ホルモン濃度の比較には、一元配置分散

分析の後 post-hoc テスト (Dunnett test) を用い
た。子宮内膜組織における PTGFR mRNA 発現なら
びに PGF2α 濃度の比較には、一元配置分散分析
の後 post-hoc テスト (Tukey-Kramer multiple 
comparison test) を用いた。子宮内膜細胞におけ
る PTGS1、PTGS2、PGFS、HPGD、および PTGFR 
mRNA 発現の比較には、F-test の後 t-test を用い
た。P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
実験 1. 血中プロジェステロンおよび PGFM 濃度
に及ぼす PGF2α 類縁体の影響
　PGF2α 類縁体投与時 (0 時間) の平均血中プロ
ジェステロンおよび PGFM 濃度は、それぞれ 
13.6±1.84 ng/mL および 206.5±34.38 pg/mL 
であった。血中プロジェステロン濃度は、 PGF2α 
類縁体の投与後 45 分から低下し始め、投与後 24 
時間まで低下し続けた (図 1A)。血中 PGFM 濃度
は、 PGF2α 類縁体の投与後 4 時間から上昇し始
め、投与後 72 時間まで上昇し続けた (図 1B)。

実験2. 発情周期中の異なった黄体期ステージに
おける子宮内膜の PGF2α受容体 (PTGFR) mRNA 
発現
　PTGFR mRNA 発現は、黄体後期において黄体初
期および黄体退行期に比べ有意に高かった (図 
2)。

実験 3. 子宮内膜組織の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜組織において、PGF2α 単独添加

は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進した。対
照区および PGF2α とインドメタシンの共添加区
間において、PGF2α 産生量に有意な差は見られ
なかった。インドメタシン単独添加は、対照区およ
び PGF2α 単独添加区に比べ、PGF2α 産生量は
有意に低かった (図 3)。

実験 4. 子宮内膜細胞の PGF2α 産生に及ぼす 
PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮細胞において、PGF2α 単独
添加は他区に比べ、PGF2α 産生を有意に促進し

た。対照区、PGF2α とインドメタシンの共添加
区、およびインドメタシン単独添加区間において、
PGF2α 産生量に有意な差は認められなかった 
(図 4A)。オキシトシン単独添加は、対照区および
オキシトシン受容体拮抗薬単独添加区に比べ、
PGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α およびオ
キシトシン受容体拮抗薬の共添加は、対照区に比
べPGF2α 産生を有意に促進した。PGF2α 単独添
加区および PGF2α とオキシトシン受容体拮抗薬
の共添加区間において、PGF2α 産生量に有意な
差は認められなかった。対照区およびオキシトシ
ン受容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 
産生量に有意な差は認められなかった (図 5A)。
　培養子宮間質細胞において、PGF2α 単独添加
は、他区に比べPGF2α 産生を有意に促進した。
PGF2α とインドメタシンの共添加は、対照区お
よびインドメタシン単独添加区に比べ、PGF2α 
産生を有意に促進したが、PGF2α 単独添加区に
比べ PGF2α 産生量は有意に低かった。対照区お
よびインドメタシン単独添加区間において、PGF2
α 産生量に有意な差は認められなかった (図 
4B)。オキシトシン単独添加は、対照区に比べPGF2
α 産生を有意に促進した。PGF2α とオキシトシ
ン受容体拮抗薬の共添加は、他区に比べPGF2α 
産生を有意に促進した。対照区とオキシトシン受

容体拮抗薬単独添加区間において、PGF2α 産生
量に有意な差は認められなかった (図 5B)。

実験 5. 子宮内膜細胞の PGF2α 合成関連酵素お
よび PTGFR mRNA 発現に及ぼす PGF2α の影響
　培養子宮内膜上皮および間質細胞において、
PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘導した。一方、
PTGS1、PGFS、HPGDおよび PTGFR mRNA 発現に変
化は認められなかった (図 6)。

考察
　本研究の結果より、ウマ子宮内膜における 
PGF2α 自己増幅機構の存在が強く示唆された。
結果の要点は、以下のとおりである。1) 雌ウマへ
の PGF2α 類縁体投与により血中 PGFM 濃度が
上昇した。2) 黄体退行時の子宮内膜では、 PGF2α 
受容体 (PTGFR) mRNA 発現が増加し、黄体退行時
に子宮内膜のPGF2α への感受性が上昇すると推
察された。3) 子宮内膜上皮および間質細胞ともに 
PTGFR mRNA を発現しており、PGF2α により 
PGF2α 産生および PTGS2 mRNA 発現が誘導され

たと推察された。
　PGF2α 類縁体の投与後、血中プロジェステロ
ン濃度が急激に低下したことから、PGF2α 類縁
体により黄体退行が誘導されたと推察された。
PGF2α 類縁体の投与後、血中 PGFM 濃度は上昇
したが、この結果だけからは PGF2α 類縁体が直
接子宮内膜からの PGF2α 分泌を促進したのか、
また子宮から分泌された PGF2α が局所的に 
PGF2α 分泌を促進したのかは明らかではない。
ウシ [9] および ヒツジ [8] では、PGF2α の投与が
子宮からの PGF2α 分泌を促進することが報告さ
れている。子宮内膜からの PGF2α 分泌を刺激す
る因子としてオキシトシンが知られているが、ブ
タ [29] ではオキシトシン受容体拮抗薬の投与は 
PGF2α パルス頻度および黄体退行を阻害しない
ことが報告されている。本研究の結果とこれまで
の報告を考え併せると、PGF2α 類縁体に誘導さ
れた黄体退行時の子宮内膜において、 PGF2α が 
PGF2α 分泌を促進することが推察された。子宮
内膜で産生された PGF2α が子宮内膜からの 
PGF2α 産生を促進するメカニズを明らかにする
ためには、ウマ生体を用いたさらなる研究が必要
である。
　ウマにおけるこれまでの研究から、黄体退行時
の子宮内膜において PGF2α 受容体発現が上昇す
ると推察されている。Atli ら [30] は、ウマの黄体

後期および黄体退行初期の子宮内膜において、 
PTGFR mRNA 発現が上昇することを報告してお
り、黄体後期において PTGFR mRNA 発現が最も高
か っ た 本 研 究 の 結 果 と 一 致 す る 。一 方 、
Ruijter-Villanti ら [31] は、ウマの子宮内膜におけ
る PTGFR mRNA 発現を排卵後 7、14および 21 日
目に比較して、有意な差は認められなかったと報
告している。
　本研究の培養実験において、PGF2α は子宮内
膜組織および細胞からの PGF2α 産生を促進し
た。測定された PGF2α が子宮内膜組織あるいは
細胞由来のものかを明らかにするために、子宮内
膜組織および細胞を PTGS1/2 阻害剤であるイン
ドメタシンによって処理する区を設けた。その結
果、PGF2α 産生量は、 PGF2α 単独添加区がPGF2
α とインドメタシンの共添加区に比べ有意に高
い値を示した。また、PGF2αは子宮内膜上皮およ
び間質細胞の PTGS2 mRNA 発現を誘導した。こ
れらのin vitro実験結果から、PGF2α 単独添加区
において認められた PGF2α 産生量の増加が、子
宮内膜組織あるいは細胞由来であることが判明し
た。これまでに様々な組織および細胞において、
PGF2α が PTGS2 mRNA 発現を誘導することが示
されている。雌ウマへの PGF2α 投与は、黄体の 
PTGS2 mRNA 発現を誘導した [32]。また、ヒト子
宮内膜腺癌細胞 [33] およびヒト子宮平滑筋細胞 
[34] において、PGF2α は PTGS2 mRNA 発現を誘
導した。さらに、偽妊娠ラットにおいて、PGF2α 
の投与によって黄体の Ptgs2 mRNA 発現および黄
体内 PGF2α 濃度が上昇した [35]。本研究の培養
実験の結果とこれまでに報告された結果を考え併
せると、PGF2α はウマ子宮内膜において PTGS2 
mRNA 発現を誘導することで PGF2α 産生を促進
すると推察された。
　オキシトシンは、子宮からの PGF2α 分泌調節
因子の一つである。反芻動物において、PGF2α は
黄体からのオキシトシン分泌を促進する。オキシ
トシンと PGF2α がお互いに促進的に作用する正
のフィードバック調節機構が黄体退行に重要であ
ると推察されている。実験的にも、黄体退行時にお
いて、オキシトシン分泌と PGF2α 分泌のピーク
が同期して起こっていることが報告されている 

[2]。
　ウマにおいても、黄体退行時にオキシトシンと 
PGF2α のパルスが同期して起こることが報告さ
れている[36]。雌ウマへの PGF2α 投与は、血中オ
キシトシン濃度を上昇させ [36, 37]、オキシトシ
ン投与は血中 PGFM 濃度を上昇させたと報告さ
れている [38]。培養実験において、オキシトシン
は、ウマ子宮内膜組織　[39] および細胞　[16] か
らの PGF2α 分泌を促進した。また、ウマ子宮内膜
において、オキシトシンが合成・分泌されることが
報告されている [40, 41]。これらの結果は、ウマに
おいて、オキシトシンが局所的に子宮内膜からの 
PGF2α 産生を調節している可能性を示してい
る。
　本研究において、PGF2α によって促進された 
PGF2α 産生がオキシトシンを介したものか確か
めるために、子宮内膜細胞をオキシトシン受容体
拮抗薬で処理する区を設けた。その結果、子宮内膜
上皮細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかった。この結果は、PGF2α がオキシトシンを
介さずに子宮内膜上皮細胞からの PGF2α 産生を
促進したことを示唆している。一方、子宮内膜間質
細胞において、オキシトシン受容体拮抗薬は 
PGF2α により促進された PGF2α 産生を抑制し
なかったが、逆に PGF2α 単独添加時よりさらに 
PGF2α 産生を促進した。ラットにおいて、オキシ
トシン受容体拮抗薬はオキシトシンによる妊娠子
宮筋の収縮を阻害したが、脱落膜からの PGF2α 
産生を阻害せず、むしろ促進した [42]。これらの
結果と更なる詳細な解析の結果から、妊娠ラット
の子宮筋と脱落膜とではオキシトシン受容体の異
なるサブタイプが発現していると推察されている 
[42, 43]。詳細は不明であるが、本研究において、オ
キシトシン受容体拮抗薬が子宮内膜上皮および間
質細胞でそれぞれ異なる作用を示したのは、ウマ
子宮内膜上皮および間質細胞とでは、オキシトシ
ン受容体の異なるサブタイプが発現している可能
性が示唆された。
　本研究の結果から、ウマ子宮内膜に PGF2α 自
己増幅機構が存在することが強く示唆された。
PGF2α 自己増幅機構が黄体退行にどのような生

理的役割を果たすのかを明らかにするためには、
今後のさらなる研究が必要である。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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図1
症例1の第5および390病日における右前蹄部のX線検査画像
（A、C）並びにT1強調画像（B、D）。OsiriXによってsMRI検査画像
を再構築することで、骨折線が関節面に至ることが確認できる
（B：白矢印）。第390病日において、骨折既往部は低信号となる
（D）。

図2
症例2の第114、158、191、262、353および418病日における右前
蹄部のX線検査画像（A、C、E、G、I、K）並びに脂肪抑制画像（B、D、
F、H、J、L）。X線検査上、骨折線は残存するが（G、I）、sMRI検査上、
内側蹄骨翼の高信号領域は経時的に減少する（H、J）。第418病
日において、再骨折像を認める（K、L）。

図3
症例5の第6および102病日における右前蹄部のX線検査画像
（A、D）、T1強調画像（B、D）並びに脂肪抑制画像（C、F）。X線検査
においては、不明瞭ながら外側蹄骨翼に線状の透亮像が認めら
れる。T1強調画像および脂肪抑制画像においては、外側蹄骨翼
にそれぞれ低信号領域並びに高信号領域が認められる。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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症 例 報 告

橋倉慎吾1)*・辻村行司2)・片山芳也2)**・松村富夫2)

1.はじめに
　馬鼻肺炎は、ウマヘルペスウイルス１型

（EHV-1）あるいは4型（EHV-4）の感染に起因する
伝染病の総称である。EHV-1は呼吸器疾患、流産、
神経系疾患を引き起こすとされており、EHV-4は
主に若齢馬の呼吸器疾患を引き起こし、まれに流
産および神経系疾患の原因になるとされている
[1]。馬鼻肺炎の中で神経症状を示すウマヘルペス
脊髄脳症(Equine Herpes Myeloencephalopathy; 
EHM )は、世界各地でその発生報告がある[3,4]。し
かしながら､我が国においては今回の症例が発生
した2001年の時点では、1989年に滋賀県で競走

馬に発生した症例が報告されているだけ[6]であ
り、軽種馬生産地での発生報告はなかった。さらに
その後、EHV-1のDNAポリメラーゼをコードする
30番遺伝子（ORF30）に点変異（A2254→G2254）のある
株がEHMを起こしやすいことが明らかとなり、神
経病原性株と呼ばれるようになっている[8]。
　今回、北海道日高地区の一軽種馬生産牧場の妊
娠馬群で、EHV-1感染による神経症状と流産の集
団発生（後に、EHV-1神経病原性株の感染によるも
のと判明[10,11]）に遭遇したのでその概要につい
て報告する。

2.発生状況
　発生牧場には、通路でつながった2棟の厩舎に
妊娠馬10頭(厩舎A)と離乳後の子馬7頭（厩舎B）が
繋養されていた。また、そこから約80m離れた育成
厩舎には育成馬および休養馬が計28頭繋養され
ていた。各馬群は全く別の所に放牧されており、放
牧中の馬群間の接触はなかった。2000年11月19
日に、競馬場から1頭の競走馬が休養のため育成
厩舎に入厩し、その約3週間後の12月中旬、育成厩
舎内で発熱と元気食欲の減退を主徴とする症例が
継続して8頭に認められた。その後､厩舎Aにおい
ても同様の症状を示す妊娠馬が現われ、数日前よ
り発熱していた妊娠馬の１頭が、2001年1月3日
に、突然の体温低下とともに起立不能に陥った（症
例1）。また、翌日には同居馬に流産が認められた。
そして、その約3週間後、再び2頭が起立不能（症例
2･症例3）となり、他の1頭に流産が認められた。

3.神経症状馬の臨床経過
症例1
　初診時（2000年12月29日）、体温40℃、元気食欲
不振、結膜充血を認めるも、呼吸器症状は認められ
なかった。高体温（39.8℃以上）は第5病日まで続
いた。第6病日早朝、突然の体温低下（35.5℃）を伴
う起立不能に陥り、頻脈、重度の結膜充血、喘鳴、間
欠性強直性痙攣を認めた。褥瘡予防のための人為
的寝返り処置を繰り返し、補液などの加療を行
なったが、症状が急速に悪化したため予後不良と
判断し、第8病日安楽死処置とした。

症例2
　初診時（2001年1月21日、体温記録なし）、両後
肢の浮腫を認めるが、神経症状の徴候は認められ
なかった。翌朝、起立不能に陥っているところを発
見され、体温38℃、元気食欲廃絶、四肢伸展、鼻翼
開張呼吸を認めた。補液などの加療を行なったが
症状の改善が見られず、分娩予定日の直前であっ
たことから、日高家畜保健衛生所に搬入し帝王切
開術を実施し、同馬は安楽死処置とした。新生子は
2日後に死亡した。日高家畜保健衛生所で実施さ
れた新生子の剖検では、肺のEHV-1蛍光標識抗体
所見は陰性であり、胃腺部潰瘍の穿孔による腹膜

炎と診断された。

症例3
　初診時（2001年1月23日、体温記録なし）、左後
肢の浮腫を呈し、翌日の収牧時、体温36.7℃、歩様
蹌踉、体軸の左側傾斜、元気食欲廃絶、両後肢浮腫、
結膜充血、眼球震盪を認めた。症状の進行が著しく
速く、第3病日の加療中に転倒し起立不能に陥っ
たため、予後不良と判断し第4病日に安楽死処置
とした。

4.流産馬の臨床経過
　2001年1月4日と23日の流産馬には、ともに流
産発生前に異常所見は認めなかった。

5.成績
ウイルス学的検査成績
　神経症状馬からのウイルス分離には、剖検前に
採取した血液と肺、肝、脾、腎およびその付属リン
パ節、大脳、小脳および延髄を使用した。流産胎子
からのウイルス分離には、肺および胸腺を使用し
た。ウイルス分離は、血液の単核球分画および剖検
材料の10%乳剤（10%牛胎子血清加Eag l e ’ s  
minimum essential mediumで調整）を馬胎子腎細
胞に接種し1週間観察した。その結果、症例1では
単核球分画、症例2では小脳、延髄および肺門リン
パ節からウイルスが分離された。症例3の材料か
らはウイルスは分離されなかった。また、1月4日
の流産胎子の胸腺および1月23日の流産胎子の肺
からウイルスが分離された。Allenら[2]が報告した
ウイルスDNAの制限酵素切断像解析法により、分
離ウイルスはすべてEHV-1と同定された。また、神
経症状馬の単核球分画および剖検材料の10%乳剤
から抽出したDNAについては、Lawrenceらの報告
[5]に従ってEHV-1遺伝子を標的としたPCRを実施
した。その結果、症例１では、大脳、延髄、肺および
肺門リンパ節から、症例２では、大脳、小脳、延髄、
脾、腎、および肺門リンパ節から、症例３では、大脳
および肺から、EHV-1遺伝子が検出された。

血清学的検査成績
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを

目的に、症例1が起立不能に陥った1月初旬とその
2週後または1ヶ月後に、厩舎Aの妊娠馬10頭と厩
舎Bの子馬7頭および育成厩舎の休養馬2頭から採
取した血清を用いて抗体価を測定した。抗体価の
測定には、杉浦らの報告[9]に準じた補体結合（CF）
反応および安永らが報告したEHV-1型特異的抗体
を検出可能なgG-1ELISA法[12]を用いた。
　表1に、厩舎Aに繋養されている妊娠馬から1月4
日と18日に採取した血清のEHV-1に対するCFお
よびgG-1抗体価を示した。3号馬、6号馬（無症状
馬）と9号馬の3頭は、前血清採取時点ですでに
1:128以上の高いCF抗体価を保有していた。残り
の7頭では、すべてがペア血清間でCF抗体価の4倍
以上の有意な上昇が認められた。一方、gG-1ELISA
法では、4号馬（1月23日流産馬）、6号馬（無症状
馬）、8号馬（無症状馬）と10号馬（無症状馬）の4頭
に、gG-1抗体価の有意な上昇が認められた。なお、
12月26日に発熱した2号馬のgG-1抗体価に変動
は認められなかった。

　表2には、同様に、厩舎Bに繋養されている子馬
（明け1歳馬）7頭（11-17号馬）と育成厩舎に繋養さ
れている休養馬（18、19号馬）から1月9日と2月8
日に採取した血清の抗体価を示した。子馬7頭中5
頭（11-14、16号馬）が前血清の時点で、1:8以上の
CF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体価を保有して
おり、内4頭（11-14号馬）ではペア血清間でCF抗体
価の下降傾向が認められた。休養馬2頭は、前血清
の時点で、1:256以上の高いCF抗体価を保有して
おり、ペア血清間でのCF抗体価の下降が顕著で
あった。また、1頭（18号馬）ではペア血清間でgG-1
抗体価の有意な上昇が認められた。

病理組織学的検査成績
　神経症状馬3症例から採取した中枢神経材料の
病理組織学的検査では、すべての症例の大脳皮質
において小血管壁の水腫、フィブリノイド変性と
血管内のフィブリン様血栓形成、および出血巣や
軟化巣における神経細胞の乏血性変化、囲管性細
胞浸潤、限局的な髄膜炎像が認められた。中脳から
脊髄においても出血巣や神経細胞の乏血性変化が
見られた。

6.考察
　2001年の初めに、北海道日高管内の一軽種馬生
産牧場に繋養されていた10頭の妊娠馬群におい
て、1頭が神経症状により起立不能に陥り、他の1
頭が流産した。その約3週後に、再び2頭が起立不
能に陥り、1頭が流産した。すべての神経症状発症
馬および流産胎子からは、EHV-1あるいはEHV-1
遺伝子が検出され、一連の神経症状と流産は、
EHV-1感染によるものと診断された。さらに、神経
症状発症馬から得られた病理組織学的検査成績
は、Wilson[14]が報告したEHMの所見と合致して
いることから、3頭に認められた神経症状は、EHM
と診断された。これまで軽種馬生産地では、同一牧
場内でEHV-1感染による流産が複数頭に発生する
ことは、しばしば認められていたが、妊娠馬群内で
のEHMの集団発生は初めてであった。この発生で
は、EHMで予後不良となった３頭の繁殖用牝馬と
その胎子を含む5頭の胎子の命が失われる結果と
なった。
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを
目的に実施した血清学的検査には、EHV-1を抗原
としたCF法とEHV-1の糖蛋白gGを抗原とした
gG-1ELISA法を用いた。CF法では、感染抗体とワク
チン抗体を識別できず、抗原刺激後にCF抗体価は

速やかに上昇し、その後の下降も早い傾向が知ら
れている。一方、gG-1ELISA法は、感染抗体のみを
検出し、不活化ワクチン抗体は検出しない[13]。ま
た、gG-1ELISA法ではCF法に比べ抗体応答が遅い
傾向にある[松村ら、未報告成績]。血清学的検査の
結果、最初の神経症状と流産の発生前の時点で、厩
舎Bと育成厩舎の同居馬群と厩舎Aの一部の妊娠
馬に、および初発流産後に一部の妊娠馬にEHV-1
の伝播していたことが示唆された。すなわち、厩舎
Bの子馬7頭中５頭（71%）が、前血清採取時点です
でに1:8以上のCF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体
価を示していた。EHV-1による流産の発生してい
ない牧場に繋養されている、この時期の年明け1
歳馬のgG-1抗体保有率は10%未満であり、その保
有抗体価も1:800以下であること[7]、および4頭に
ペア血清間でCF抗体価の下降傾向が認められて
いることから、これらの子馬がすでにEHV-1に感
染していたことが強く示唆された。同様に、育成厩
舎でペア血清の得られたのは休養馬2頭のみで
あったが、前血清時点で非常に高いCF抗体価を示
し、うち1頭でペア血清間の有意のgG-1抗体価の
上昇が認められていることから、同時期に厩舎Bと
育成厩舎内でEHV-1の伝播があったと推察され
た。以上のことから、12月中旬に育成厩舎で発生
した呼吸器疾患はEHV-1感染によるものと考えら
れた。なお、11月に育成厩舎に導入された休養馬
の血清は得られなかったことから、同馬がEHV-1
の感染源であったのかは不明であった。妊娠馬群
は、流産予防用馬鼻肺炎不活化ワクチンの接種を
受けていなかったが、1月4日の流産例が、日高家
畜保健衛生所で実施された病性鑑定によりEHV-1
感染と診断されたことから、1月5日に3号馬（1月4
日流産馬）と9号馬（症例1）を除く繁殖牝馬8頭に
ワクチン接種を実施した。そのため、前血清採取時
点でCF抗体価1:16以下であった７頭で、CF抗体価
の有意の上昇が認められたが、この上昇がワクチ
ン接種によるものか、EHV-1感染によるものかは
不明であった。しかしながら、1月23日流産馬（4号
馬）と無症状で経過した2頭（8、10号馬）が、感染抗
体のみを検出するgG-1ELISA法で抗体価の有意の
上昇が認められたことから、先の流産発生時に排
出されたEHV-1に感染したと推察された。また、前

血清時点でCF抗体価が1:128以上であった3頭中、
9号馬は中枢神経材料から、3号馬は流産胎子から
EHV-1が分離されており、無症状であった6号馬で
はgG-1ELISA抗体価の有意な上昇が確認されてい
ることから、これら3頭は同居子馬らと同時期に
EHV-1に感染し、2頭が発症したと考えられた。
　この一連のEHV-1感染症の発生時に分離された
EHV-1はすべて、後にORF30に点変異のある神経
病原性株と同定された[10,11]ことから、わが国で
は初めてのEHV-1神経病原性株によるEHMと流産
の集団発生例と考えられた。今回の症例の調査か
ら、感染源は不明であるが、EHV-1の神経病原性の
強い変異株が、12月中旬に子馬を含む育成馬群内
に蔓延した結果、EHV-1の感染既往がある可能性
が高く、若齢馬よりもEHV-1に対する免疫を有す
ると考えられる妊娠馬の一部にも感染が広がり、
1月初旬に1頭が神経症状を、1頭が流産を起こし、
さらに流産時に排出された神経病原性株が、未感
染であった妊娠馬に水平感染し、神経症状と流産
の続発につながったと考えられた。
　その後、生産地では、EHV-1神経病原性株による
神経症状と流産の集団発生は認められていない
が、ORF30に変異のない標準株による同一牧場で
の流産の続発は、毎年のように発生している。今回
の事例からも明らかなように、若齢馬群は、牧場内
でのEHV-1の増幅源となりうることから、EHV-1
感染症による被害を抑えるためには、若齢馬群と
妊娠馬群は隔離して飼養することが、ワクチン接
種の励行、および流産発生時の初動防疫対応とと
もに重要であろう。
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要約

　2001年1月、北海道日高管内の一軽種馬生産牧場の10頭の妊娠馬群内で、3頭の神経症状を呈する症
例および2頭の流産が断続的に発生した。神経症状を呈し起立不能に陥った3症例に対して加療を試み
たが、症状が好転しなかったため予後不良と判断し安楽死処置とした。症例1の単核球分画、症例２の小
脳、延髄および肺門リンパ節からウマヘルペスウイルス１型（EHV-1）が分離された。さらに、EHV-1を標
的としたPCR法により全ての症例の大脳、肺などからEHV-1遺伝子が検出された。病理組織検査では大
脳皮質に小血管壁の水腫、フィブリノイド変性、血管内のフィブリン様血栓形成、および出血巣や軟化
巣における神経細胞の乏血性変化、囲管性細胞浸潤などが認められた。これらの検査所見から、３症例
はEHV-1感染による脊髄脳症（EHM）と診断された。また、２頭の流産胎子の肺あるいは胸腺からも
EHV-1が分離され、本牧場の妊娠馬群で発生した一連の疾病は、EHV-1感染によるものと診断された。な
お、神経症状馬および流産胎子から分離されたEHV-1はすべて、後に神経病原性株と同定されているこ
とから、今回の事例は、わが国における初めてのEHV-1神経病原性株によるEHMと流産の集団発生例と
考えられた。
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一生産牧場におけるウマヘルペスウイルス１型
神経病原性株による脊髄脳症および流産の集団発生

はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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1.はじめに
　馬鼻肺炎は、ウマヘルペスウイルス１型

（EHV-1）あるいは4型（EHV-4）の感染に起因する
伝染病の総称である。EHV-1は呼吸器疾患、流産、
神経系疾患を引き起こすとされており、EHV-4は
主に若齢馬の呼吸器疾患を引き起こし、まれに流
産および神経系疾患の原因になるとされている
[1]。馬鼻肺炎の中で神経症状を示すウマヘルペス
脊髄脳症(Equine Herpes Myeloencephalopathy; 
EHM )は、世界各地でその発生報告がある[3,4]。し
かしながら､我が国においては今回の症例が発生
した2001年の時点では、1989年に滋賀県で競走

馬に発生した症例が報告されているだけ[6]であ
り、軽種馬生産地での発生報告はなかった。さらに
その後、EHV-1のDNAポリメラーゼをコードする
30番遺伝子（ORF30）に点変異（A2254→G2254）のある
株がEHMを起こしやすいことが明らかとなり、神
経病原性株と呼ばれるようになっている[8]。
　今回、北海道日高地区の一軽種馬生産牧場の妊
娠馬群で、EHV-1感染による神経症状と流産の集
団発生（後に、EHV-1神経病原性株の感染によるも
のと判明[10,11]）に遭遇したのでその概要につい
て報告する。

2.発生状況
　発生牧場には、通路でつながった2棟の厩舎に
妊娠馬10頭(厩舎A)と離乳後の子馬7頭（厩舎B）が
繋養されていた。また、そこから約80m離れた育成
厩舎には育成馬および休養馬が計28頭繋養され
ていた。各馬群は全く別の所に放牧されており、放
牧中の馬群間の接触はなかった。2000年11月19
日に、競馬場から1頭の競走馬が休養のため育成
厩舎に入厩し、その約3週間後の12月中旬、育成厩
舎内で発熱と元気食欲の減退を主徴とする症例が
継続して8頭に認められた。その後､厩舎Aにおい
ても同様の症状を示す妊娠馬が現われ、数日前よ
り発熱していた妊娠馬の１頭が、2001年1月3日
に、突然の体温低下とともに起立不能に陥った（症
例1）。また、翌日には同居馬に流産が認められた。
そして、その約3週間後、再び2頭が起立不能（症例
2･症例3）となり、他の1頭に流産が認められた。

3.神経症状馬の臨床経過
症例1
　初診時（2000年12月29日）、体温40℃、元気食欲
不振、結膜充血を認めるも、呼吸器症状は認められ
なかった。高体温（39.8℃以上）は第5病日まで続
いた。第6病日早朝、突然の体温低下（35.5℃）を伴
う起立不能に陥り、頻脈、重度の結膜充血、喘鳴、間
欠性強直性痙攣を認めた。褥瘡予防のための人為
的寝返り処置を繰り返し、補液などの加療を行
なったが、症状が急速に悪化したため予後不良と
判断し、第8病日安楽死処置とした。

症例2
　初診時（2001年1月21日、体温記録なし）、両後
肢の浮腫を認めるが、神経症状の徴候は認められ
なかった。翌朝、起立不能に陥っているところを発
見され、体温38℃、元気食欲廃絶、四肢伸展、鼻翼
開張呼吸を認めた。補液などの加療を行なったが
症状の改善が見られず、分娩予定日の直前であっ
たことから、日高家畜保健衛生所に搬入し帝王切
開術を実施し、同馬は安楽死処置とした。新生子は
2日後に死亡した。日高家畜保健衛生所で実施さ
れた新生子の剖検では、肺のEHV-1蛍光標識抗体
所見は陰性であり、胃腺部潰瘍の穿孔による腹膜

炎と診断された。

症例3
　初診時（2001年1月23日、体温記録なし）、左後
肢の浮腫を呈し、翌日の収牧時、体温36.7℃、歩様
蹌踉、体軸の左側傾斜、元気食欲廃絶、両後肢浮腫、
結膜充血、眼球震盪を認めた。症状の進行が著しく
速く、第3病日の加療中に転倒し起立不能に陥っ
たため、予後不良と判断し第4病日に安楽死処置
とした。

4.流産馬の臨床経過
　2001年1月4日と23日の流産馬には、ともに流
産発生前に異常所見は認めなかった。

5.成績
ウイルス学的検査成績
　神経症状馬からのウイルス分離には、剖検前に
採取した血液と肺、肝、脾、腎およびその付属リン
パ節、大脳、小脳および延髄を使用した。流産胎子
からのウイルス分離には、肺および胸腺を使用し
た。ウイルス分離は、血液の単核球分画および剖検
材料の10%乳剤（10%牛胎子血清加Eag l e ’ s  
minimum essential mediumで調整）を馬胎子腎細
胞に接種し1週間観察した。その結果、症例1では
単核球分画、症例2では小脳、延髄および肺門リン
パ節からウイルスが分離された。症例3の材料か
らはウイルスは分離されなかった。また、1月4日
の流産胎子の胸腺および1月23日の流産胎子の肺
からウイルスが分離された。Allenら[2]が報告した
ウイルスDNAの制限酵素切断像解析法により、分
離ウイルスはすべてEHV-1と同定された。また、神
経症状馬の単核球分画および剖検材料の10%乳剤
から抽出したDNAについては、Lawrenceらの報告
[5]に従ってEHV-1遺伝子を標的としたPCRを実施
した。その結果、症例１では、大脳、延髄、肺および
肺門リンパ節から、症例２では、大脳、小脳、延髄、
脾、腎、および肺門リンパ節から、症例３では、大脳
および肺から、EHV-1遺伝子が検出された。

血清学的検査成績
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを

目的に、症例1が起立不能に陥った1月初旬とその
2週後または1ヶ月後に、厩舎Aの妊娠馬10頭と厩
舎Bの子馬7頭および育成厩舎の休養馬2頭から採
取した血清を用いて抗体価を測定した。抗体価の
測定には、杉浦らの報告[9]に準じた補体結合（CF）
反応および安永らが報告したEHV-1型特異的抗体
を検出可能なgG-1ELISA法[12]を用いた。
　表1に、厩舎Aに繋養されている妊娠馬から1月4
日と18日に採取した血清のEHV-1に対するCFお
よびgG-1抗体価を示した。3号馬、6号馬（無症状
馬）と9号馬の3頭は、前血清採取時点ですでに
1:128以上の高いCF抗体価を保有していた。残り
の7頭では、すべてがペア血清間でCF抗体価の4倍
以上の有意な上昇が認められた。一方、gG-1ELISA
法では、4号馬（1月23日流産馬）、6号馬（無症状
馬）、8号馬（無症状馬）と10号馬（無症状馬）の4頭
に、gG-1抗体価の有意な上昇が認められた。なお、
12月26日に発熱した2号馬のgG-1抗体価に変動
は認められなかった。

　表2には、同様に、厩舎Bに繋養されている子馬
（明け1歳馬）7頭（11-17号馬）と育成厩舎に繋養さ
れている休養馬（18、19号馬）から1月9日と2月8
日に採取した血清の抗体価を示した。子馬7頭中5
頭（11-14、16号馬）が前血清の時点で、1:8以上の
CF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体価を保有して
おり、内4頭（11-14号馬）ではペア血清間でCF抗体
価の下降傾向が認められた。休養馬2頭は、前血清
の時点で、1:256以上の高いCF抗体価を保有して
おり、ペア血清間でのCF抗体価の下降が顕著で
あった。また、1頭（18号馬）ではペア血清間でgG-1
抗体価の有意な上昇が認められた。

病理組織学的検査成績
　神経症状馬3症例から採取した中枢神経材料の
病理組織学的検査では、すべての症例の大脳皮質
において小血管壁の水腫、フィブリノイド変性と
血管内のフィブリン様血栓形成、および出血巣や
軟化巣における神経細胞の乏血性変化、囲管性細
胞浸潤、限局的な髄膜炎像が認められた。中脳から
脊髄においても出血巣や神経細胞の乏血性変化が
見られた。

6.考察
　2001年の初めに、北海道日高管内の一軽種馬生
産牧場に繋養されていた10頭の妊娠馬群におい
て、1頭が神経症状により起立不能に陥り、他の1
頭が流産した。その約3週後に、再び2頭が起立不
能に陥り、1頭が流産した。すべての神経症状発症
馬および流産胎子からは、EHV-1あるいはEHV-1
遺伝子が検出され、一連の神経症状と流産は、
EHV-1感染によるものと診断された。さらに、神経
症状発症馬から得られた病理組織学的検査成績
は、Wilson[14]が報告したEHMの所見と合致して
いることから、3頭に認められた神経症状は、EHM
と診断された。これまで軽種馬生産地では、同一牧
場内でEHV-1感染による流産が複数頭に発生する
ことは、しばしば認められていたが、妊娠馬群内で
のEHMの集団発生は初めてであった。この発生で
は、EHMで予後不良となった３頭の繁殖用牝馬と
その胎子を含む5頭の胎子の命が失われる結果と
なった。
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを
目的に実施した血清学的検査には、EHV-1を抗原
としたCF法とEHV-1の糖蛋白gGを抗原とした
gG-1ELISA法を用いた。CF法では、感染抗体とワク
チン抗体を識別できず、抗原刺激後にCF抗体価は

速やかに上昇し、その後の下降も早い傾向が知ら
れている。一方、gG-1ELISA法は、感染抗体のみを
検出し、不活化ワクチン抗体は検出しない[13]。ま
た、gG-1ELISA法ではCF法に比べ抗体応答が遅い
傾向にある[松村ら、未報告成績]。血清学的検査の
結果、最初の神経症状と流産の発生前の時点で、厩
舎Bと育成厩舎の同居馬群と厩舎Aの一部の妊娠
馬に、および初発流産後に一部の妊娠馬にEHV-1
の伝播していたことが示唆された。すなわち、厩舎
Bの子馬7頭中５頭（71%）が、前血清採取時点です
でに1:8以上のCF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体
価を示していた。EHV-1による流産の発生してい
ない牧場に繋養されている、この時期の年明け1
歳馬のgG-1抗体保有率は10%未満であり、その保
有抗体価も1:800以下であること[7]、および4頭に
ペア血清間でCF抗体価の下降傾向が認められて
いることから、これらの子馬がすでにEHV-1に感
染していたことが強く示唆された。同様に、育成厩
舎でペア血清の得られたのは休養馬2頭のみで
あったが、前血清時点で非常に高いCF抗体価を示
し、うち1頭でペア血清間の有意のgG-1抗体価の
上昇が認められていることから、同時期に厩舎Bと
育成厩舎内でEHV-1の伝播があったと推察され
た。以上のことから、12月中旬に育成厩舎で発生
した呼吸器疾患はEHV-1感染によるものと考えら
れた。なお、11月に育成厩舎に導入された休養馬
の血清は得られなかったことから、同馬がEHV-1
の感染源であったのかは不明であった。妊娠馬群
は、流産予防用馬鼻肺炎不活化ワクチンの接種を
受けていなかったが、1月4日の流産例が、日高家
畜保健衛生所で実施された病性鑑定によりEHV-1
感染と診断されたことから、1月5日に3号馬（1月4
日流産馬）と9号馬（症例1）を除く繁殖牝馬8頭に
ワクチン接種を実施した。そのため、前血清採取時
点でCF抗体価1:16以下であった７頭で、CF抗体価
の有意の上昇が認められたが、この上昇がワクチ
ン接種によるものか、EHV-1感染によるものかは
不明であった。しかしながら、1月23日流産馬（4号
馬）と無症状で経過した2頭（8、10号馬）が、感染抗
体のみを検出するgG-1ELISA法で抗体価の有意の
上昇が認められたことから、先の流産発生時に排
出されたEHV-1に感染したと推察された。また、前

血清時点でCF抗体価が1:128以上であった3頭中、
9号馬は中枢神経材料から、3号馬は流産胎子から
EHV-1が分離されており、無症状であった6号馬で
はgG-1ELISA抗体価の有意な上昇が確認されてい
ることから、これら3頭は同居子馬らと同時期に
EHV-1に感染し、2頭が発症したと考えられた。
　この一連のEHV-1感染症の発生時に分離された
EHV-1はすべて、後にORF30に点変異のある神経
病原性株と同定された[10,11]ことから、わが国で
は初めてのEHV-1神経病原性株によるEHMと流産
の集団発生例と考えられた。今回の症例の調査か
ら、感染源は不明であるが、EHV-1の神経病原性の
強い変異株が、12月中旬に子馬を含む育成馬群内
に蔓延した結果、EHV-1の感染既往がある可能性
が高く、若齢馬よりもEHV-1に対する免疫を有す
ると考えられる妊娠馬の一部にも感染が広がり、
1月初旬に1頭が神経症状を、1頭が流産を起こし、
さらに流産時に排出された神経病原性株が、未感
染であった妊娠馬に水平感染し、神経症状と流産
の続発につながったと考えられた。
　その後、生産地では、EHV-1神経病原性株による
神経症状と流産の集団発生は認められていない
が、ORF30に変異のない標準株による同一牧場で
の流産の続発は、毎年のように発生している。今回
の事例からも明らかなように、若齢馬群は、牧場内
でのEHV-1の増幅源となりうることから、EHV-1
感染症による被害を抑えるためには、若齢馬群と
妊娠馬群は隔離して飼養することが、ワクチン接
種の励行、および流産発生時の初動防疫対応とと
もに重要であろう。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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1.はじめに
　馬鼻肺炎は、ウマヘルペスウイルス１型

（EHV-1）あるいは4型（EHV-4）の感染に起因する
伝染病の総称である。EHV-1は呼吸器疾患、流産、
神経系疾患を引き起こすとされており、EHV-4は
主に若齢馬の呼吸器疾患を引き起こし、まれに流
産および神経系疾患の原因になるとされている
[1]。馬鼻肺炎の中で神経症状を示すウマヘルペス
脊髄脳症(Equine Herpes Myeloencephalopathy; 
EHM )は、世界各地でその発生報告がある[3,4]。し
かしながら､我が国においては今回の症例が発生
した2001年の時点では、1989年に滋賀県で競走

馬に発生した症例が報告されているだけ[6]であ
り、軽種馬生産地での発生報告はなかった。さらに
その後、EHV-1のDNAポリメラーゼをコードする
30番遺伝子（ORF30）に点変異（A2254→G2254）のある
株がEHMを起こしやすいことが明らかとなり、神
経病原性株と呼ばれるようになっている[8]。
　今回、北海道日高地区の一軽種馬生産牧場の妊
娠馬群で、EHV-1感染による神経症状と流産の集
団発生（後に、EHV-1神経病原性株の感染によるも
のと判明[10,11]）に遭遇したのでその概要につい
て報告する。

2.発生状況
　発生牧場には、通路でつながった2棟の厩舎に
妊娠馬10頭(厩舎A)と離乳後の子馬7頭（厩舎B）が
繋養されていた。また、そこから約80m離れた育成
厩舎には育成馬および休養馬が計28頭繋養され
ていた。各馬群は全く別の所に放牧されており、放
牧中の馬群間の接触はなかった。2000年11月19
日に、競馬場から1頭の競走馬が休養のため育成
厩舎に入厩し、その約3週間後の12月中旬、育成厩
舎内で発熱と元気食欲の減退を主徴とする症例が
継続して8頭に認められた。その後､厩舎Aにおい
ても同様の症状を示す妊娠馬が現われ、数日前よ
り発熱していた妊娠馬の１頭が、2001年1月3日
に、突然の体温低下とともに起立不能に陥った（症
例1）。また、翌日には同居馬に流産が認められた。
そして、その約3週間後、再び2頭が起立不能（症例
2･症例3）となり、他の1頭に流産が認められた。

3.神経症状馬の臨床経過
症例1
　初診時（2000年12月29日）、体温40℃、元気食欲
不振、結膜充血を認めるも、呼吸器症状は認められ
なかった。高体温（39.8℃以上）は第5病日まで続
いた。第6病日早朝、突然の体温低下（35.5℃）を伴
う起立不能に陥り、頻脈、重度の結膜充血、喘鳴、間
欠性強直性痙攣を認めた。褥瘡予防のための人為
的寝返り処置を繰り返し、補液などの加療を行
なったが、症状が急速に悪化したため予後不良と
判断し、第8病日安楽死処置とした。

症例2
　初診時（2001年1月21日、体温記録なし）、両後
肢の浮腫を認めるが、神経症状の徴候は認められ
なかった。翌朝、起立不能に陥っているところを発
見され、体温38℃、元気食欲廃絶、四肢伸展、鼻翼
開張呼吸を認めた。補液などの加療を行なったが
症状の改善が見られず、分娩予定日の直前であっ
たことから、日高家畜保健衛生所に搬入し帝王切
開術を実施し、同馬は安楽死処置とした。新生子は
2日後に死亡した。日高家畜保健衛生所で実施さ
れた新生子の剖検では、肺のEHV-1蛍光標識抗体
所見は陰性であり、胃腺部潰瘍の穿孔による腹膜

炎と診断された。

症例3
　初診時（2001年1月23日、体温記録なし）、左後
肢の浮腫を呈し、翌日の収牧時、体温36.7℃、歩様
蹌踉、体軸の左側傾斜、元気食欲廃絶、両後肢浮腫、
結膜充血、眼球震盪を認めた。症状の進行が著しく
速く、第3病日の加療中に転倒し起立不能に陥っ
たため、予後不良と判断し第4病日に安楽死処置
とした。

4.流産馬の臨床経過
　2001年1月4日と23日の流産馬には、ともに流
産発生前に異常所見は認めなかった。

5.成績
ウイルス学的検査成績
　神経症状馬からのウイルス分離には、剖検前に
採取した血液と肺、肝、脾、腎およびその付属リン
パ節、大脳、小脳および延髄を使用した。流産胎子
からのウイルス分離には、肺および胸腺を使用し
た。ウイルス分離は、血液の単核球分画および剖検
材料の10%乳剤（10%牛胎子血清加Eag l e ’ s  
minimum essential mediumで調整）を馬胎子腎細
胞に接種し1週間観察した。その結果、症例1では
単核球分画、症例2では小脳、延髄および肺門リン
パ節からウイルスが分離された。症例3の材料か
らはウイルスは分離されなかった。また、1月4日
の流産胎子の胸腺および1月23日の流産胎子の肺
からウイルスが分離された。Allenら[2]が報告した
ウイルスDNAの制限酵素切断像解析法により、分
離ウイルスはすべてEHV-1と同定された。また、神
経症状馬の単核球分画および剖検材料の10%乳剤
から抽出したDNAについては、Lawrenceらの報告
[5]に従ってEHV-1遺伝子を標的としたPCRを実施
した。その結果、症例１では、大脳、延髄、肺および
肺門リンパ節から、症例２では、大脳、小脳、延髄、
脾、腎、および肺門リンパ節から、症例３では、大脳
および肺から、EHV-1遺伝子が検出された。

血清学的検査成績
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを

目的に、症例1が起立不能に陥った1月初旬とその
2週後または1ヶ月後に、厩舎Aの妊娠馬10頭と厩
舎Bの子馬7頭および育成厩舎の休養馬2頭から採
取した血清を用いて抗体価を測定した。抗体価の
測定には、杉浦らの報告[9]に準じた補体結合（CF）
反応および安永らが報告したEHV-1型特異的抗体
を検出可能なgG-1ELISA法[12]を用いた。
　表1に、厩舎Aに繋養されている妊娠馬から1月4
日と18日に採取した血清のEHV-1に対するCFお
よびgG-1抗体価を示した。3号馬、6号馬（無症状
馬）と9号馬の3頭は、前血清採取時点ですでに
1:128以上の高いCF抗体価を保有していた。残り
の7頭では、すべてがペア血清間でCF抗体価の4倍
以上の有意な上昇が認められた。一方、gG-1ELISA
法では、4号馬（1月23日流産馬）、6号馬（無症状
馬）、8号馬（無症状馬）と10号馬（無症状馬）の4頭
に、gG-1抗体価の有意な上昇が認められた。なお、
12月26日に発熱した2号馬のgG-1抗体価に変動
は認められなかった。

　表2には、同様に、厩舎Bに繋養されている子馬
（明け1歳馬）7頭（11-17号馬）と育成厩舎に繋養さ
れている休養馬（18、19号馬）から1月9日と2月8
日に採取した血清の抗体価を示した。子馬7頭中5
頭（11-14、16号馬）が前血清の時点で、1:8以上の
CF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体価を保有して
おり、内4頭（11-14号馬）ではペア血清間でCF抗体
価の下降傾向が認められた。休養馬2頭は、前血清
の時点で、1:256以上の高いCF抗体価を保有して
おり、ペア血清間でのCF抗体価の下降が顕著で
あった。また、1頭（18号馬）ではペア血清間でgG-1
抗体価の有意な上昇が認められた。

病理組織学的検査成績
　神経症状馬3症例から採取した中枢神経材料の
病理組織学的検査では、すべての症例の大脳皮質
において小血管壁の水腫、フィブリノイド変性と
血管内のフィブリン様血栓形成、および出血巣や
軟化巣における神経細胞の乏血性変化、囲管性細
胞浸潤、限局的な髄膜炎像が認められた。中脳から
脊髄においても出血巣や神経細胞の乏血性変化が
見られた。

6.考察
　2001年の初めに、北海道日高管内の一軽種馬生
産牧場に繋養されていた10頭の妊娠馬群におい
て、1頭が神経症状により起立不能に陥り、他の1
頭が流産した。その約3週後に、再び2頭が起立不
能に陥り、1頭が流産した。すべての神経症状発症
馬および流産胎子からは、EHV-1あるいはEHV-1
遺伝子が検出され、一連の神経症状と流産は、
EHV-1感染によるものと診断された。さらに、神経
症状発症馬から得られた病理組織学的検査成績
は、Wilson[14]が報告したEHMの所見と合致して
いることから、3頭に認められた神経症状は、EHM
と診断された。これまで軽種馬生産地では、同一牧
場内でEHV-1感染による流産が複数頭に発生する
ことは、しばしば認められていたが、妊娠馬群内で
のEHMの集団発生は初めてであった。この発生で
は、EHMで予後不良となった３頭の繁殖用牝馬と
その胎子を含む5頭の胎子の命が失われる結果と
なった。
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを
目的に実施した血清学的検査には、EHV-1を抗原
としたCF法とEHV-1の糖蛋白gGを抗原とした
gG-1ELISA法を用いた。CF法では、感染抗体とワク
チン抗体を識別できず、抗原刺激後にCF抗体価は

速やかに上昇し、その後の下降も早い傾向が知ら
れている。一方、gG-1ELISA法は、感染抗体のみを
検出し、不活化ワクチン抗体は検出しない[13]。ま
た、gG-1ELISA法ではCF法に比べ抗体応答が遅い
傾向にある[松村ら、未報告成績]。血清学的検査の
結果、最初の神経症状と流産の発生前の時点で、厩
舎Bと育成厩舎の同居馬群と厩舎Aの一部の妊娠
馬に、および初発流産後に一部の妊娠馬にEHV-1
の伝播していたことが示唆された。すなわち、厩舎
Bの子馬7頭中５頭（71%）が、前血清採取時点です
でに1:8以上のCF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体
価を示していた。EHV-1による流産の発生してい
ない牧場に繋養されている、この時期の年明け1
歳馬のgG-1抗体保有率は10%未満であり、その保
有抗体価も1:800以下であること[7]、および4頭に
ペア血清間でCF抗体価の下降傾向が認められて
いることから、これらの子馬がすでにEHV-1に感
染していたことが強く示唆された。同様に、育成厩
舎でペア血清の得られたのは休養馬2頭のみで
あったが、前血清時点で非常に高いCF抗体価を示
し、うち1頭でペア血清間の有意のgG-1抗体価の
上昇が認められていることから、同時期に厩舎Bと
育成厩舎内でEHV-1の伝播があったと推察され
た。以上のことから、12月中旬に育成厩舎で発生
した呼吸器疾患はEHV-1感染によるものと考えら
れた。なお、11月に育成厩舎に導入された休養馬
の血清は得られなかったことから、同馬がEHV-1
の感染源であったのかは不明であった。妊娠馬群
は、流産予防用馬鼻肺炎不活化ワクチンの接種を
受けていなかったが、1月4日の流産例が、日高家
畜保健衛生所で実施された病性鑑定によりEHV-1
感染と診断されたことから、1月5日に3号馬（1月4
日流産馬）と9号馬（症例1）を除く繁殖牝馬8頭に
ワクチン接種を実施した。そのため、前血清採取時
点でCF抗体価1:16以下であった７頭で、CF抗体価
の有意の上昇が認められたが、この上昇がワクチ
ン接種によるものか、EHV-1感染によるものかは
不明であった。しかしながら、1月23日流産馬（4号
馬）と無症状で経過した2頭（8、10号馬）が、感染抗
体のみを検出するgG-1ELISA法で抗体価の有意の
上昇が認められたことから、先の流産発生時に排
出されたEHV-1に感染したと推察された。また、前

血清時点でCF抗体価が1:128以上であった3頭中、
9号馬は中枢神経材料から、3号馬は流産胎子から
EHV-1が分離されており、無症状であった6号馬で
はgG-1ELISA抗体価の有意な上昇が確認されてい
ることから、これら3頭は同居子馬らと同時期に
EHV-1に感染し、2頭が発症したと考えられた。
　この一連のEHV-1感染症の発生時に分離された
EHV-1はすべて、後にORF30に点変異のある神経
病原性株と同定された[10,11]ことから、わが国で
は初めてのEHV-1神経病原性株によるEHMと流産
の集団発生例と考えられた。今回の症例の調査か
ら、感染源は不明であるが、EHV-1の神経病原性の
強い変異株が、12月中旬に子馬を含む育成馬群内
に蔓延した結果、EHV-1の感染既往がある可能性
が高く、若齢馬よりもEHV-1に対する免疫を有す
ると考えられる妊娠馬の一部にも感染が広がり、
1月初旬に1頭が神経症状を、1頭が流産を起こし、
さらに流産時に排出された神経病原性株が、未感
染であった妊娠馬に水平感染し、神経症状と流産
の続発につながったと考えられた。
　その後、生産地では、EHV-1神経病原性株による
神経症状と流産の集団発生は認められていない
が、ORF30に変異のない標準株による同一牧場で
の流産の続発は、毎年のように発生している。今回
の事例からも明らかなように、若齢馬群は、牧場内
でのEHV-1の増幅源となりうることから、EHV-1
感染症による被害を抑えるためには、若齢馬群と
妊娠馬群は隔離して飼養することが、ワクチン接
種の励行、および流産発生時の初動防疫対応とと
もに重要であろう。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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1.はじめに
　馬鼻肺炎は、ウマヘルペスウイルス１型

（EHV-1）あるいは4型（EHV-4）の感染に起因する
伝染病の総称である。EHV-1は呼吸器疾患、流産、
神経系疾患を引き起こすとされており、EHV-4は
主に若齢馬の呼吸器疾患を引き起こし、まれに流
産および神経系疾患の原因になるとされている
[1]。馬鼻肺炎の中で神経症状を示すウマヘルペス
脊髄脳症(Equine Herpes Myeloencephalopathy; 
EHM )は、世界各地でその発生報告がある[3,4]。し
かしながら､我が国においては今回の症例が発生
した2001年の時点では、1989年に滋賀県で競走

馬に発生した症例が報告されているだけ[6]であ
り、軽種馬生産地での発生報告はなかった。さらに
その後、EHV-1のDNAポリメラーゼをコードする
30番遺伝子（ORF30）に点変異（A2254→G2254）のある
株がEHMを起こしやすいことが明らかとなり、神
経病原性株と呼ばれるようになっている[8]。
　今回、北海道日高地区の一軽種馬生産牧場の妊
娠馬群で、EHV-1感染による神経症状と流産の集
団発生（後に、EHV-1神経病原性株の感染によるも
のと判明[10,11]）に遭遇したのでその概要につい
て報告する。

2.発生状況
　発生牧場には、通路でつながった2棟の厩舎に
妊娠馬10頭(厩舎A)と離乳後の子馬7頭（厩舎B）が
繋養されていた。また、そこから約80m離れた育成
厩舎には育成馬および休養馬が計28頭繋養され
ていた。各馬群は全く別の所に放牧されており、放
牧中の馬群間の接触はなかった。2000年11月19
日に、競馬場から1頭の競走馬が休養のため育成
厩舎に入厩し、その約3週間後の12月中旬、育成厩
舎内で発熱と元気食欲の減退を主徴とする症例が
継続して8頭に認められた。その後､厩舎Aにおい
ても同様の症状を示す妊娠馬が現われ、数日前よ
り発熱していた妊娠馬の１頭が、2001年1月3日
に、突然の体温低下とともに起立不能に陥った（症
例1）。また、翌日には同居馬に流産が認められた。
そして、その約3週間後、再び2頭が起立不能（症例
2･症例3）となり、他の1頭に流産が認められた。

3.神経症状馬の臨床経過
症例1
　初診時（2000年12月29日）、体温40℃、元気食欲
不振、結膜充血を認めるも、呼吸器症状は認められ
なかった。高体温（39.8℃以上）は第5病日まで続
いた。第6病日早朝、突然の体温低下（35.5℃）を伴
う起立不能に陥り、頻脈、重度の結膜充血、喘鳴、間
欠性強直性痙攣を認めた。褥瘡予防のための人為
的寝返り処置を繰り返し、補液などの加療を行
なったが、症状が急速に悪化したため予後不良と
判断し、第8病日安楽死処置とした。

症例2
　初診時（2001年1月21日、体温記録なし）、両後
肢の浮腫を認めるが、神経症状の徴候は認められ
なかった。翌朝、起立不能に陥っているところを発
見され、体温38℃、元気食欲廃絶、四肢伸展、鼻翼
開張呼吸を認めた。補液などの加療を行なったが
症状の改善が見られず、分娩予定日の直前であっ
たことから、日高家畜保健衛生所に搬入し帝王切
開術を実施し、同馬は安楽死処置とした。新生子は
2日後に死亡した。日高家畜保健衛生所で実施さ
れた新生子の剖検では、肺のEHV-1蛍光標識抗体
所見は陰性であり、胃腺部潰瘍の穿孔による腹膜

炎と診断された。

症例3
　初診時（2001年1月23日、体温記録なし）、左後
肢の浮腫を呈し、翌日の収牧時、体温36.7℃、歩様
蹌踉、体軸の左側傾斜、元気食欲廃絶、両後肢浮腫、
結膜充血、眼球震盪を認めた。症状の進行が著しく
速く、第3病日の加療中に転倒し起立不能に陥っ
たため、予後不良と判断し第4病日に安楽死処置
とした。

4.流産馬の臨床経過
　2001年1月4日と23日の流産馬には、ともに流
産発生前に異常所見は認めなかった。

5.成績
ウイルス学的検査成績
　神経症状馬からのウイルス分離には、剖検前に
採取した血液と肺、肝、脾、腎およびその付属リン
パ節、大脳、小脳および延髄を使用した。流産胎子
からのウイルス分離には、肺および胸腺を使用し
た。ウイルス分離は、血液の単核球分画および剖検
材料の10%乳剤（10%牛胎子血清加Eag l e ’ s  
minimum essential mediumで調整）を馬胎子腎細
胞に接種し1週間観察した。その結果、症例1では
単核球分画、症例2では小脳、延髄および肺門リン
パ節からウイルスが分離された。症例3の材料か
らはウイルスは分離されなかった。また、1月4日
の流産胎子の胸腺および1月23日の流産胎子の肺
からウイルスが分離された。Allenら[2]が報告した
ウイルスDNAの制限酵素切断像解析法により、分
離ウイルスはすべてEHV-1と同定された。また、神
経症状馬の単核球分画および剖検材料の10%乳剤
から抽出したDNAについては、Lawrenceらの報告
[5]に従ってEHV-1遺伝子を標的としたPCRを実施
した。その結果、症例１では、大脳、延髄、肺および
肺門リンパ節から、症例２では、大脳、小脳、延髄、
脾、腎、および肺門リンパ節から、症例３では、大脳
および肺から、EHV-1遺伝子が検出された。

血清学的検査成績
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを

目的に、症例1が起立不能に陥った1月初旬とその
2週後または1ヶ月後に、厩舎Aの妊娠馬10頭と厩
舎Bの子馬7頭および育成厩舎の休養馬2頭から採
取した血清を用いて抗体価を測定した。抗体価の
測定には、杉浦らの報告[9]に準じた補体結合（CF）
反応および安永らが報告したEHV-1型特異的抗体
を検出可能なgG-1ELISA法[12]を用いた。
　表1に、厩舎Aに繋養されている妊娠馬から1月4
日と18日に採取した血清のEHV-1に対するCFお
よびgG-1抗体価を示した。3号馬、6号馬（無症状
馬）と9号馬の3頭は、前血清採取時点ですでに
1:128以上の高いCF抗体価を保有していた。残り
の7頭では、すべてがペア血清間でCF抗体価の4倍
以上の有意な上昇が認められた。一方、gG-1ELISA
法では、4号馬（1月23日流産馬）、6号馬（無症状
馬）、8号馬（無症状馬）と10号馬（無症状馬）の4頭
に、gG-1抗体価の有意な上昇が認められた。なお、
12月26日に発熱した2号馬のgG-1抗体価に変動
は認められなかった。

　表2には、同様に、厩舎Bに繋養されている子馬
（明け1歳馬）7頭（11-17号馬）と育成厩舎に繋養さ
れている休養馬（18、19号馬）から1月9日と2月8
日に採取した血清の抗体価を示した。子馬7頭中5
頭（11-14、16号馬）が前血清の時点で、1:8以上の
CF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体価を保有して
おり、内4頭（11-14号馬）ではペア血清間でCF抗体
価の下降傾向が認められた。休養馬2頭は、前血清
の時点で、1:256以上の高いCF抗体価を保有して
おり、ペア血清間でのCF抗体価の下降が顕著で
あった。また、1頭（18号馬）ではペア血清間でgG-1
抗体価の有意な上昇が認められた。

病理組織学的検査成績
　神経症状馬3症例から採取した中枢神経材料の
病理組織学的検査では、すべての症例の大脳皮質
において小血管壁の水腫、フィブリノイド変性と
血管内のフィブリン様血栓形成、および出血巣や
軟化巣における神経細胞の乏血性変化、囲管性細
胞浸潤、限局的な髄膜炎像が認められた。中脳から
脊髄においても出血巣や神経細胞の乏血性変化が
見られた。

6.考察
　2001年の初めに、北海道日高管内の一軽種馬生
産牧場に繋養されていた10頭の妊娠馬群におい
て、1頭が神経症状により起立不能に陥り、他の1
頭が流産した。その約3週後に、再び2頭が起立不
能に陥り、1頭が流産した。すべての神経症状発症
馬および流産胎子からは、EHV-1あるいはEHV-1
遺伝子が検出され、一連の神経症状と流産は、
EHV-1感染によるものと診断された。さらに、神経
症状発症馬から得られた病理組織学的検査成績
は、Wilson[14]が報告したEHMの所見と合致して
いることから、3頭に認められた神経症状は、EHM
と診断された。これまで軽種馬生産地では、同一牧
場内でEHV-1感染による流産が複数頭に発生する
ことは、しばしば認められていたが、妊娠馬群内で
のEHMの集団発生は初めてであった。この発生で
は、EHMで予後不良となった３頭の繁殖用牝馬と
その胎子を含む5頭の胎子の命が失われる結果と
なった。
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを
目的に実施した血清学的検査には、EHV-1を抗原
としたCF法とEHV-1の糖蛋白gGを抗原とした
gG-1ELISA法を用いた。CF法では、感染抗体とワク
チン抗体を識別できず、抗原刺激後にCF抗体価は

速やかに上昇し、その後の下降も早い傾向が知ら
れている。一方、gG-1ELISA法は、感染抗体のみを
検出し、不活化ワクチン抗体は検出しない[13]。ま
た、gG-1ELISA法ではCF法に比べ抗体応答が遅い
傾向にある[松村ら、未報告成績]。血清学的検査の
結果、最初の神経症状と流産の発生前の時点で、厩
舎Bと育成厩舎の同居馬群と厩舎Aの一部の妊娠
馬に、および初発流産後に一部の妊娠馬にEHV-1
の伝播していたことが示唆された。すなわち、厩舎
Bの子馬7頭中５頭（71%）が、前血清採取時点です
でに1:8以上のCF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体
価を示していた。EHV-1による流産の発生してい
ない牧場に繋養されている、この時期の年明け1
歳馬のgG-1抗体保有率は10%未満であり、その保
有抗体価も1:800以下であること[7]、および4頭に
ペア血清間でCF抗体価の下降傾向が認められて
いることから、これらの子馬がすでにEHV-1に感
染していたことが強く示唆された。同様に、育成厩
舎でペア血清の得られたのは休養馬2頭のみで
あったが、前血清時点で非常に高いCF抗体価を示
し、うち1頭でペア血清間の有意のgG-1抗体価の
上昇が認められていることから、同時期に厩舎Bと
育成厩舎内でEHV-1の伝播があったと推察され
た。以上のことから、12月中旬に育成厩舎で発生
した呼吸器疾患はEHV-1感染によるものと考えら
れた。なお、11月に育成厩舎に導入された休養馬
の血清は得られなかったことから、同馬がEHV-1
の感染源であったのかは不明であった。妊娠馬群
は、流産予防用馬鼻肺炎不活化ワクチンの接種を
受けていなかったが、1月4日の流産例が、日高家
畜保健衛生所で実施された病性鑑定によりEHV-1
感染と診断されたことから、1月5日に3号馬（1月4
日流産馬）と9号馬（症例1）を除く繁殖牝馬8頭に
ワクチン接種を実施した。そのため、前血清採取時
点でCF抗体価1:16以下であった７頭で、CF抗体価
の有意の上昇が認められたが、この上昇がワクチ
ン接種によるものか、EHV-1感染によるものかは
不明であった。しかしながら、1月23日流産馬（4号
馬）と無症状で経過した2頭（8、10号馬）が、感染抗
体のみを検出するgG-1ELISA法で抗体価の有意の
上昇が認められたことから、先の流産発生時に排
出されたEHV-1に感染したと推察された。また、前

血清時点でCF抗体価が1:128以上であった3頭中、
9号馬は中枢神経材料から、3号馬は流産胎子から
EHV-1が分離されており、無症状であった6号馬で
はgG-1ELISA抗体価の有意な上昇が確認されてい
ることから、これら3頭は同居子馬らと同時期に
EHV-1に感染し、2頭が発症したと考えられた。
　この一連のEHV-1感染症の発生時に分離された
EHV-1はすべて、後にORF30に点変異のある神経
病原性株と同定された[10,11]ことから、わが国で
は初めてのEHV-1神経病原性株によるEHMと流産
の集団発生例と考えられた。今回の症例の調査か
ら、感染源は不明であるが、EHV-1の神経病原性の
強い変異株が、12月中旬に子馬を含む育成馬群内
に蔓延した結果、EHV-1の感染既往がある可能性
が高く、若齢馬よりもEHV-1に対する免疫を有す
ると考えられる妊娠馬の一部にも感染が広がり、
1月初旬に1頭が神経症状を、1頭が流産を起こし、
さらに流産時に排出された神経病原性株が、未感
染であった妊娠馬に水平感染し、神経症状と流産
の続発につながったと考えられた。
　その後、生産地では、EHV-1神経病原性株による
神経症状と流産の集団発生は認められていない
が、ORF30に変異のない標準株による同一牧場で
の流産の続発は、毎年のように発生している。今回
の事例からも明らかなように、若齢馬群は、牧場内
でのEHV-1の増幅源となりうることから、EHV-1
感染症による被害を抑えるためには、若齢馬群と
妊娠馬群は隔離して飼養することが、ワクチン接
種の励行、および流産発生時の初動防疫対応とと
もに重要であろう。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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1.はじめに
　馬鼻肺炎は、ウマヘルペスウイルス１型

（EHV-1）あるいは4型（EHV-4）の感染に起因する
伝染病の総称である。EHV-1は呼吸器疾患、流産、
神経系疾患を引き起こすとされており、EHV-4は
主に若齢馬の呼吸器疾患を引き起こし、まれに流
産および神経系疾患の原因になるとされている
[1]。馬鼻肺炎の中で神経症状を示すウマヘルペス
脊髄脳症(Equine Herpes Myeloencephalopathy; 
EHM )は、世界各地でその発生報告がある[3,4]。し
かしながら､我が国においては今回の症例が発生
した2001年の時点では、1989年に滋賀県で競走

馬に発生した症例が報告されているだけ[6]であ
り、軽種馬生産地での発生報告はなかった。さらに
その後、EHV-1のDNAポリメラーゼをコードする
30番遺伝子（ORF30）に点変異（A2254→G2254）のある
株がEHMを起こしやすいことが明らかとなり、神
経病原性株と呼ばれるようになっている[8]。
　今回、北海道日高地区の一軽種馬生産牧場の妊
娠馬群で、EHV-1感染による神経症状と流産の集
団発生（後に、EHV-1神経病原性株の感染によるも
のと判明[10,11]）に遭遇したのでその概要につい
て報告する。

2.発生状況
　発生牧場には、通路でつながった2棟の厩舎に
妊娠馬10頭(厩舎A)と離乳後の子馬7頭（厩舎B）が
繋養されていた。また、そこから約80m離れた育成
厩舎には育成馬および休養馬が計28頭繋養され
ていた。各馬群は全く別の所に放牧されており、放
牧中の馬群間の接触はなかった。2000年11月19
日に、競馬場から1頭の競走馬が休養のため育成
厩舎に入厩し、その約3週間後の12月中旬、育成厩
舎内で発熱と元気食欲の減退を主徴とする症例が
継続して8頭に認められた。その後､厩舎Aにおい
ても同様の症状を示す妊娠馬が現われ、数日前よ
り発熱していた妊娠馬の１頭が、2001年1月3日
に、突然の体温低下とともに起立不能に陥った（症
例1）。また、翌日には同居馬に流産が認められた。
そして、その約3週間後、再び2頭が起立不能（症例
2･症例3）となり、他の1頭に流産が認められた。

3.神経症状馬の臨床経過
症例1
　初診時（2000年12月29日）、体温40℃、元気食欲
不振、結膜充血を認めるも、呼吸器症状は認められ
なかった。高体温（39.8℃以上）は第5病日まで続
いた。第6病日早朝、突然の体温低下（35.5℃）を伴
う起立不能に陥り、頻脈、重度の結膜充血、喘鳴、間
欠性強直性痙攣を認めた。褥瘡予防のための人為
的寝返り処置を繰り返し、補液などの加療を行
なったが、症状が急速に悪化したため予後不良と
判断し、第8病日安楽死処置とした。

症例2
　初診時（2001年1月21日、体温記録なし）、両後
肢の浮腫を認めるが、神経症状の徴候は認められ
なかった。翌朝、起立不能に陥っているところを発
見され、体温38℃、元気食欲廃絶、四肢伸展、鼻翼
開張呼吸を認めた。補液などの加療を行なったが
症状の改善が見られず、分娩予定日の直前であっ
たことから、日高家畜保健衛生所に搬入し帝王切
開術を実施し、同馬は安楽死処置とした。新生子は
2日後に死亡した。日高家畜保健衛生所で実施さ
れた新生子の剖検では、肺のEHV-1蛍光標識抗体
所見は陰性であり、胃腺部潰瘍の穿孔による腹膜

炎と診断された。

症例3
　初診時（2001年1月23日、体温記録なし）、左後
肢の浮腫を呈し、翌日の収牧時、体温36.7℃、歩様
蹌踉、体軸の左側傾斜、元気食欲廃絶、両後肢浮腫、
結膜充血、眼球震盪を認めた。症状の進行が著しく
速く、第3病日の加療中に転倒し起立不能に陥っ
たため、予後不良と判断し第4病日に安楽死処置
とした。

4.流産馬の臨床経過
　2001年1月4日と23日の流産馬には、ともに流
産発生前に異常所見は認めなかった。

5.成績
ウイルス学的検査成績
　神経症状馬からのウイルス分離には、剖検前に
採取した血液と肺、肝、脾、腎およびその付属リン
パ節、大脳、小脳および延髄を使用した。流産胎子
からのウイルス分離には、肺および胸腺を使用し
た。ウイルス分離は、血液の単核球分画および剖検
材料の10%乳剤（10%牛胎子血清加Eag l e ’ s  
minimum essential mediumで調整）を馬胎子腎細
胞に接種し1週間観察した。その結果、症例1では
単核球分画、症例2では小脳、延髄および肺門リン
パ節からウイルスが分離された。症例3の材料か
らはウイルスは分離されなかった。また、1月4日
の流産胎子の胸腺および1月23日の流産胎子の肺
からウイルスが分離された。Allenら[2]が報告した
ウイルスDNAの制限酵素切断像解析法により、分
離ウイルスはすべてEHV-1と同定された。また、神
経症状馬の単核球分画および剖検材料の10%乳剤
から抽出したDNAについては、Lawrenceらの報告
[5]に従ってEHV-1遺伝子を標的としたPCRを実施
した。その結果、症例１では、大脳、延髄、肺および
肺門リンパ節から、症例２では、大脳、小脳、延髄、
脾、腎、および肺門リンパ節から、症例３では、大脳
および肺から、EHV-1遺伝子が検出された。

血清学的検査成績
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを

目的に、症例1が起立不能に陥った1月初旬とその
2週後または1ヶ月後に、厩舎Aの妊娠馬10頭と厩
舎Bの子馬7頭および育成厩舎の休養馬2頭から採
取した血清を用いて抗体価を測定した。抗体価の
測定には、杉浦らの報告[9]に準じた補体結合（CF）
反応および安永らが報告したEHV-1型特異的抗体
を検出可能なgG-1ELISA法[12]を用いた。
　表1に、厩舎Aに繋養されている妊娠馬から1月4
日と18日に採取した血清のEHV-1に対するCFお
よびgG-1抗体価を示した。3号馬、6号馬（無症状
馬）と9号馬の3頭は、前血清採取時点ですでに
1:128以上の高いCF抗体価を保有していた。残り
の7頭では、すべてがペア血清間でCF抗体価の4倍
以上の有意な上昇が認められた。一方、gG-1ELISA
法では、4号馬（1月23日流産馬）、6号馬（無症状
馬）、8号馬（無症状馬）と10号馬（無症状馬）の4頭
に、gG-1抗体価の有意な上昇が認められた。なお、
12月26日に発熱した2号馬のgG-1抗体価に変動
は認められなかった。

　表2には、同様に、厩舎Bに繋養されている子馬
（明け1歳馬）7頭（11-17号馬）と育成厩舎に繋養さ
れている休養馬（18、19号馬）から1月9日と2月8
日に採取した血清の抗体価を示した。子馬7頭中5
頭（11-14、16号馬）が前血清の時点で、1:8以上の
CF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体価を保有して
おり、内4頭（11-14号馬）ではペア血清間でCF抗体
価の下降傾向が認められた。休養馬2頭は、前血清
の時点で、1:256以上の高いCF抗体価を保有して
おり、ペア血清間でのCF抗体価の下降が顕著で
あった。また、1頭（18号馬）ではペア血清間でgG-1
抗体価の有意な上昇が認められた。

病理組織学的検査成績
　神経症状馬3症例から採取した中枢神経材料の
病理組織学的検査では、すべての症例の大脳皮質
において小血管壁の水腫、フィブリノイド変性と
血管内のフィブリン様血栓形成、および出血巣や
軟化巣における神経細胞の乏血性変化、囲管性細
胞浸潤、限局的な髄膜炎像が認められた。中脳から
脊髄においても出血巣や神経細胞の乏血性変化が
見られた。

6.考察
　2001年の初めに、北海道日高管内の一軽種馬生
産牧場に繋養されていた10頭の妊娠馬群におい
て、1頭が神経症状により起立不能に陥り、他の1
頭が流産した。その約3週後に、再び2頭が起立不
能に陥り、1頭が流産した。すべての神経症状発症
馬および流産胎子からは、EHV-1あるいはEHV-1
遺伝子が検出され、一連の神経症状と流産は、
EHV-1感染によるものと診断された。さらに、神経
症状発症馬から得られた病理組織学的検査成績
は、Wilson[14]が報告したEHMの所見と合致して
いることから、3頭に認められた神経症状は、EHM
と診断された。これまで軽種馬生産地では、同一牧
場内でEHV-1感染による流産が複数頭に発生する
ことは、しばしば認められていたが、妊娠馬群内で
のEHMの集団発生は初めてであった。この発生で
は、EHMで予後不良となった３頭の繁殖用牝馬と
その胎子を含む5頭の胎子の命が失われる結果と
なった。
　牧場内でのEHV-1の伝播状況を把握することを
目的に実施した血清学的検査には、EHV-1を抗原
としたCF法とEHV-1の糖蛋白gGを抗原とした
gG-1ELISA法を用いた。CF法では、感染抗体とワク
チン抗体を識別できず、抗原刺激後にCF抗体価は

速やかに上昇し、その後の下降も早い傾向が知ら
れている。一方、gG-1ELISA法は、感染抗体のみを
検出し、不活化ワクチン抗体は検出しない[13]。ま
た、gG-1ELISA法ではCF法に比べ抗体応答が遅い
傾向にある[松村ら、未報告成績]。血清学的検査の
結果、最初の神経症状と流産の発生前の時点で、厩
舎Bと育成厩舎の同居馬群と厩舎Aの一部の妊娠
馬に、および初発流産後に一部の妊娠馬にEHV-1
の伝播していたことが示唆された。すなわち、厩舎
Bの子馬7頭中５頭（71%）が、前血清採取時点です
でに1:8以上のCF抗体価と1:3200以上のgG-1抗体
価を示していた。EHV-1による流産の発生してい
ない牧場に繋養されている、この時期の年明け1
歳馬のgG-1抗体保有率は10%未満であり、その保
有抗体価も1:800以下であること[7]、および4頭に
ペア血清間でCF抗体価の下降傾向が認められて
いることから、これらの子馬がすでにEHV-1に感
染していたことが強く示唆された。同様に、育成厩
舎でペア血清の得られたのは休養馬2頭のみで
あったが、前血清時点で非常に高いCF抗体価を示
し、うち1頭でペア血清間の有意のgG-1抗体価の
上昇が認められていることから、同時期に厩舎Bと
育成厩舎内でEHV-1の伝播があったと推察され
た。以上のことから、12月中旬に育成厩舎で発生
した呼吸器疾患はEHV-1感染によるものと考えら
れた。なお、11月に育成厩舎に導入された休養馬
の血清は得られなかったことから、同馬がEHV-1
の感染源であったのかは不明であった。妊娠馬群
は、流産予防用馬鼻肺炎不活化ワクチンの接種を
受けていなかったが、1月4日の流産例が、日高家
畜保健衛生所で実施された病性鑑定によりEHV-1
感染と診断されたことから、1月5日に3号馬（1月4
日流産馬）と9号馬（症例1）を除く繁殖牝馬8頭に
ワクチン接種を実施した。そのため、前血清採取時
点でCF抗体価1:16以下であった７頭で、CF抗体価
の有意の上昇が認められたが、この上昇がワクチ
ン接種によるものか、EHV-1感染によるものかは
不明であった。しかしながら、1月23日流産馬（4号
馬）と無症状で経過した2頭（8、10号馬）が、感染抗
体のみを検出するgG-1ELISA法で抗体価の有意の
上昇が認められたことから、先の流産発生時に排
出されたEHV-1に感染したと推察された。また、前

血清時点でCF抗体価が1:128以上であった3頭中、
9号馬は中枢神経材料から、3号馬は流産胎子から
EHV-1が分離されており、無症状であった6号馬で
はgG-1ELISA抗体価の有意な上昇が確認されてい
ることから、これら3頭は同居子馬らと同時期に
EHV-1に感染し、2頭が発症したと考えられた。
　この一連のEHV-1感染症の発生時に分離された
EHV-1はすべて、後にORF30に点変異のある神経
病原性株と同定された[10,11]ことから、わが国で
は初めてのEHV-1神経病原性株によるEHMと流産
の集団発生例と考えられた。今回の症例の調査か
ら、感染源は不明であるが、EHV-1の神経病原性の
強い変異株が、12月中旬に子馬を含む育成馬群内
に蔓延した結果、EHV-1の感染既往がある可能性
が高く、若齢馬よりもEHV-1に対する免疫を有す
ると考えられる妊娠馬の一部にも感染が広がり、
1月初旬に1頭が神経症状を、1頭が流産を起こし、
さらに流産時に排出された神経病原性株が、未感
染であった妊娠馬に水平感染し、神経症状と流産
の続発につながったと考えられた。
　その後、生産地では、EHV-1神経病原性株による
神経症状と流産の集団発生は認められていない
が、ORF30に変異のない標準株による同一牧場で
の流産の続発は、毎年のように発生している。今回
の事例からも明らかなように、若齢馬群は、牧場内
でのEHV-1の増幅源となりうることから、EHV-1
感染症による被害を抑えるためには、若齢馬群と
妊娠馬群は隔離して飼養することが、ワクチン接
種の励行、および流産発生時の初動防疫対応とと
もに重要であろう。
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はじめに
　競走馬の蹄骨骨折は、調教中あるいは競走中に
蹄が地面から受ける衝撃によって生じる運動器疾
患であり、復帰までに数ヶ月の休養とリハビリ
テーションを要する[15]。主な臨床所見としては、
蹄の帯熱と指動脈拍動の強勢が挙げられ、しばし
ば跛行を伴う。これらの臨床症状は再燃しやすく、
骨関節炎、再骨折あるいは骨折の修復遅延が関与
する場合もある[1]。蹄骨骨折は骨折部に応じて複
数の型に分類されるが[2]、蹄骨翼の骨折は競走馬
で最も一般的にみられる。Ⅰ型骨折は、骨折線が遠
位指節間関節に至らない蹄骨翼の骨折であり、一
般に予後は良好とされる[14]。Ⅱ型骨折は、骨折線
が遠位指節間関節に至る蹄骨翼の骨折であり
[16]、長期の休養と装蹄療法の適用となるため[8]、
Ⅰ型骨折との鑑別診断が重要となる。また、休養お

よびリハビリテーション期間においては、画像診
断によって骨折治癒過程を評価することが、適切
な予後判定や調教強度の選択に重要と考えられて
いる[11]。
　一般に、蹄骨骨折の画像診断はX線検査によっ
て行われる[1]。多くの症例では、骨折線が線状のX
線透過性亢進領域として認められる。一方、初診時
のX線検査においては、骨吸収までの時間が不十
分で、骨折線が関節面に至るかどうかの判断が難
しい場合もある。とりわけ、微細な骨折あるいは変
位を認めない骨折の場合、この傾向は顕著である
[15]。このような症例では、1、2週間後の再X線検
査や他の画像診断装置による評価が有用となる
[6, 7]。また、治癒過程の評価においては、X線検査
のみでは不十分となる可能性がある。これは、X線
検査上、しばしば骨折線が長期間残存するためで

ある[3]。
　蹄骨骨折に対するMRI検査は、過去には全身麻
酔下で医療用の高磁場MRI装置を用いて実施され
たという報告がある[10]。現在のところ、sMRI検
査に関する知見は限られるが[17]、非侵襲性で簡
便なsMRI検査において遠位指節間関節周囲の断
層像を描出することで、骨折線が関節面に至るか
どうかの臨床上有益な情報が得られる可能性があ
る。さらに、sMRI検査において骨折治癒過程を評
価することで、適切な予後判定に繋がる有用な所
見が得られるものと期待されるが、信号強度の経
時的変化の臨床的意義については、不明な点が多
い。そこで、本研究においては、蹄骨骨折を発症し
た6頭のサラブレッド種競走馬に対してsMRI検査
を実施し、その有用性を検討した。

材料と方法
　対象はサラブレッド種競走馬の6症例とした。X

線検査およびsMRI検査には、それぞれ富士フィル
ム製FCR Speedia CSおよびハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。sMRI検査
画像の分析には、DICOM（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）画像の参照および
再構築に特化した画像処理ソフトであるOsiriX, 
version 5.8.2を使用した。

結果
　症例1～4はⅡ型骨折、症例5および6はⅠ型骨折
と診断された（表1）。この鑑別においては、図1に
示すとおり、sMRI検査画像から多断面再構成像

（multi-planar reconstruction）を得ることで、関節
面周囲での骨折線の評価を試みた。
　症例1については、鉄橋蹄鉄を用いた装蹄療法
を実施した。蹄の帯熱、指動脈拍動の強勢および右
前内側蹄支角の鉗圧痛は徐々に良化し、第366病
日に競走復帰を果たした。なお、第386病日に復帰

後2走目となる競走に出走後、再び跛行を呈した
ため、第390病日に再sMRI検査を実施した。この再
sMRI検査では、初回検査時に認められた骨折部で
のT1強調条件における高信号領域は認められず

（図1、D）、第505病日に競走復帰した。
　症例2については、Ⅱ型骨折の治癒過程を評価
するため、第114、158、191、262および353病日

にX線検査ならびにsMRI検査を実施した（図2）。臨
床症状の良化に一致し、脂肪抑制画像において、内
側蹄骨翼の高信号領域の経時的減少が認められ
た。第262病日においては、高信号はほぼ消失して
おり、触診痛や跛行も認められなかったことから、
騎乗調教を再開した。さらに、第353病日のsMRI検
査後、強調教を開始した。しかしながら、第418病
日に再度跛行を呈したため、X線検査およびsMRI
検査を実施したところ、再骨折が認められた。その
後、馬主の意向によって引退した。
　症例5については、出走後の跛行を主訴とし、第
6病日にsMRI検査を実施した。右前外側蹄骨翼に
T1強調画像で低信号領域（図3、B）、脂肪抑制画像
で高信号領域（図3、C）が認められた。第98病日に
競走復帰後、跛行が再発したため、第102病日に再
sMRI検査を実施した。T1強調画像では低信号領域
が残存していたが（図3、E）、脂肪抑制画像では高
信号領域の減少が認められた（図3、F）。その後、第
148病日に競走復帰した。

考察
　蹄疾患のうち、蹄骨骨折は競走馬の跛行原因と
して特に重要であり、慢性跛行の原因となりうる
[4]。臨床症状として、中等度から重度の跛行、指動
脈拍動の強勢および蹄の帯熱などが認められる
が、これらの所見は蹄骨骨折に特異的ではない
[3]。また、骨折発症直後では、骨折線を明瞭に描出
するために、複数の異なる角度からX線照射を行
う必要があり [2]、骨折線全体が明瞭に描出される
までには、1、2週間程度要する場合もある[4]。本研
究では、MRI画像の再構築が可能な画像処理ソフ
トを利用し、多断面再構成像を得ることで、骨折線
が関節面に至るかを容易に評価できた。このよう
に、蹄骨骨折が疑われる症例においては、sMRI検
査はX線検査の補完的診断法として有用と考えら
れる。
　近年、CTや核シンチグラフィーといった画像診
断装置の馬医療への普及により、これまで診断が
困難であった蹄疾患の原因が特定されるように
なった[6, 7]。また、X線検査で評価が難しい病態に
ついても、新たな画像診断装置の活用によって描
出できる可能性が示された。本研究の症例2にお

いては、X線検査上の変化を認めない段階におい
ても、脂肪抑制画像で高信号領域の減少が描出さ
れた。蹄骨骨折をX線検査のみで評価する場合、骨
折線が長期間残存する可能性を考慮する必要があ
る[14]。このため、しばしば臨床的感覚に頼って調
教内容やリハビリテーションプログラムを設定す
ることとなる。また、Ⅱ型骨折においては、関節面
に持続的負荷がかかることで治癒が遅延する症例
も存在する[18]。本研究から、蹄骨骨折の治癒過程
の評価において、sMRI検査が応用可能と考えられ
た。これまでの報告によると、蹄骨骨折の休養期間
は6～12ヶ月程度とされており[12]、骨折様式に
よって異なる[5]。Ｉ型骨折においては、通常保存
療法が選択される[1]。一方、Ⅱ型骨折の予後はⅠ
型骨折と比較して悪く、発症前と同等の機能回復
が観察された馬が、発症馬全体の69.6%に留まっ
たという報告もある[14]。また、鉄橋蹄鉄や側鉄唇
を用いた装蹄療法を適用することで、骨折の悪化
を防ぐべきという意見もある[8]。本研究において
は、症例1に装蹄療法を適用したが、sMRI検査によ
る骨折治癒過程の経時的評価は、装蹄療法の効果
検証にも応用できるかもしれない。
　本研究の全ての症例において、骨折部は脂肪抑
制画像で高信号に描出された。これは、骨折に伴う
蹄骨内の一過性の水分量の増加によるものと考え
られた[17]。症例1および5については、再骨折を疑
う臨床症状の再燃が認められたため、再sMRI検査
を実施した。再sMRI検査においては、脂肪抑制画
像での高信号領域の減少が認められた。脂肪抑制
条件は海綿骨などの脂肪を豊富に含む組織の評価
において、特に有用である [9, 13]。症例1および5
について、第1および第2回のsMRI検査後に競走復
帰までに要した期間を比較すると、両症例とも後
者が短かった（症例1：365日間 vs 119日間、症例
5：97日間 vs 50日間）。症例数が少ないためさらな
る検証が必要ではあるが、骨内の炎症を反映する
脂肪抑制画像における高信号は、予後の推定を行
う上で有用な指標として利用できる可能性が示唆
された。
　結論として、競走馬の蹄骨骨折に対してsMRI検
査を実施することにより、遠位指節間関節に骨折
線が至るかどうかの評価および骨折治癒過程の評

価が可能になると考える。
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解 説 記 事

競馬業界における遺伝子ドーピング問題への取り組み

戸崎晃明1）・大沼　葵1）・菊池美緒1）・石毛太一郎1）・栫　祐永1）・廣田桂一1）・永田俊一1）・草野寛一2）

はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。

図1　ゲノム編集技術による遺伝子改変馬作製お
よび屈腱炎の遺伝子治療に関するニュース

図2　競走馬への遺伝子ドーピング

1）競走馬理化学研究所
2）栗東トレーニング・センター
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はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。
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はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。
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はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。

図3　様々な遺伝子ドーピングの可能性

図4　直接的検出と間接的検出
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はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。

図5　サラブレッドに投与した遺伝子ドーピング
物質の検出
ウマ（JRA総研）に、ウマ由来の外来エリスロポイエチン遺伝子
をプラスミドベクターを使用して導入し、経時的に血漿及び尿
を採取。
世界ではじめて遺伝子ドーピング物質をサラブレッドに投与
し、採取した血漿及び尿から、ddPCRで検出することに成功
（GENES誌に掲載）。
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はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。

図6　核酸医薬品の構成成分（チオリン酸基）とノン
ターゲット分析
チオリン酸基部分（左図）を、質量分析装置を使用して特異的に
検出することに成功した（BMC Research Notes誌に掲載）。過
剰の天然型核酸（oligo dT）は検出されないが（a）、少量でも修
飾型核酸（oligo 1）があれば検出される（b）。

図7　遺伝子改変動物への備えとしてのバイオサ
ンプルバンキングと全ゲノム情報の収集

図8　遺伝子ドーピングワークショップで挨拶・講
演する諸氏
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はじめに
　海外では、既に馬への遺伝子治療の臨床研究、そ
して、遺伝子改変馬の商業利用可能性の情報もあ
り（図１）、遺伝子ドーピングは、もはやサイエンス
フィクションとは言えない状況にある。

　遺伝子ドーピングは、遺伝子治療技術および生
殖医療技術の不正使用であり、一般医薬品の不正
使用にあたるドーピング同様に禁止されるべきで
ある。競馬産業において、遺伝子ドーピングは１）
動物個体（競走馬）への遺伝子ドーピング物質の投
与、２）生殖系列細胞（卵子や精子、受精卵など）の
改変による遺伝子改変動物（競走馬）の作製の二つ
に分類できる（図２）。
　前者（図２A）は従来からのドーピングに類似し
た行為であり、後者（図２B）は新たな概念のドーピ
ング行為である。どちらの遺伝子ドーピングも公
正競馬の視点では問題であるが、特に、後者の遺伝
子改変競走馬は、その改変された遺伝情報が後生

にも遺伝継承されることからサラブレッド競馬の
根幹をも脅かし、最も警戒しなければならない。
　本解説記事では、新たなドーピング行為である

「遺伝子ドーピング」について、競馬産業のみでは
なく、馬術競技、ヒトのスポーツにおける規制状況
も踏まえ、国内および海外における遺伝子ドーピ
ングへの取り組みを紹介する。

遺伝子ドーピング対策における諸外国の取り組み
　2015年以降、競馬業界における遺伝子ドーピン
グ対策への投資が活発化し、2019年には近代競馬
発祥の地である連合王国でも、遺伝子ドーピング
対策に多額の投資を行うことが報じられた。
１）オーストラリア
　豪州競馬統轄機構（Racing Australia）は、2015
年から3年間にわたり毎年15万ドルを投資した。
これを受け、シドニー大学および国立計測研究所

（National Measurement Institute）は定量PCR法に
よる検出法開発に取り組んでいる。

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

２）アメリカ合衆国
　ペンシルバニア馬生産者団体（Pennsylvania 
Horse Breeders Association）は、2018年に、米国競
馬のドーピング検査機関の一つであるペンシルバ
ニア獣医療センター（Penn Vet  New Bolton 
Centre）に対して遺伝子ドーピング対策を目的に
30万ドル（約3,300万円）の寄付を表明した。同セ
ンターは、遺伝子ドーピング検出を目的としたバ
イオマーカー（RNAおよびタンパク質）探索を試み
ている。
３）連合王国（イギリス）
　英国競馬統轄機構（Br i t i sh  Hor se rac ing  
Authority）は、2019年に遺伝子ドーピング対策を
目的として100万ポンド（約1億4,500万円）を投資
することを明らかにした。英国競馬のドーピング
検査機関であるLGC（ニューマーケット）は新たに
分子生物を専門とする主任研究員を採用して対応
を急いでいる。
４）フランスおよび中国（香港）
　フランスのドーピング検査機関であるLCHは、
遺伝子ドーピング対策としてバイオロジカルパス
ポートの開発、血液からのRNAの採取方法などに
ついて継続的に研究している。
　香港ジョッキークラブのドーピング検査部門
は、遺伝子ドーピング対策として、分子生物学研究
班を新設し、同分野の専門家を米国から招聘して
RNAおよびタンパク質を対象にバイオマーカー探
索に取り組んでいる。

遺伝子ドーピング対策における日本の取り組み
　日本は、オーストラリアの次に遺伝子ドーピン
グ対策を本格的に開始した国である。日本中央競
馬会（JRA）は、2017年からの3年計画で特別振興
事業「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事
業」として、公益財団法人競走馬理化学研究所（競
理研）に研究助成を始めた。
　遺伝子ドーピングでは、従来の低分子化合物と
はドーピング物質および検査法のコンセプトが異
なる。そのため、分子遺伝などを専門とする職員を
配置し、また、次世代型シーケンサーやデジタル
PCR装置などの新たな分析機器を導入し、検査法
開発に努めている。

国際機関・委員会の取り組み
１）国際機関
　遺伝子ドーピング対策に関わる機関として、国
際競馬統括機関連盟（IFHA）遺伝子ドーピング規
制小委員会（2016年に設置）、国際血統書委員会

（ISBC）遺伝および福祉委員会、公認競馬化学者協
会（AORC）遺伝子ドーピング特別委員会（2018年
に設置）がある。
　著者中の戸崎晃明はIFHAおよびAORCの委員
を、草野寛一はIFHAの委員長を委嘱されている。
草野委員長はIFHAの推薦を受け、2018年の10月
に開催されたIFHA年次総会において、競馬産業界
における遺伝子ドーピング問題について講演して
おり、IFHAをはじめ各国の競馬主催者も遺伝子
ドーピング問題に注目している。
２）IFHAおよびAORCの役割
　IFHAでは、競馬産業における遺伝子ドーピング
の定義について議論し、その決定事項をパリ協約
として公開する。AORCでは、具体的な検査法開発
や検査法における要求事項などを検討する。
　また、遺伝子改変競走馬の懸念からISBCにも専
門委員会が設置され、2018年にはIFHAおよび
ISBCの合同委員会が開催され、共同で同問題に取
り組むことの重要性も確認された。
３）ISBC
　ISBCは、遺伝子ドーピング対策として「バイオサ
ンプルバンク」の導入について議論している。現
在、サラブレッド競走馬の血統登録の信頼性担保
を目的とし、検査サンプルの保管が義務づけられ
ている。しかし、これは将来における遺伝子ドーピ
ング対策を念頭に置いた施策でもある。次世代
シーケンサー（NGS）などの最新技術により、当該
馬の全ゲノムを解析することで、将来、遺伝子改変
の痕跡を探索することが可能になるだろう。
　その際に、種牡馬および繁殖牝馬の血液サンプ
ルが保管されていれば、それを材料に遺伝子改変
された領域を検出できる。このため、現状における
現実的な対応（抑止力）として、「バイオサンプルバ
ンク（血液）」は有力視されている。既に一部の国で
は、遺伝子ドーピングコントロールを念頭にバイ
オサンプルバンクを実施している。

遺伝子ドーピングの定義と規制（１：法規制の視
点）
１）IFHA
　IFHAにおいては、いわゆるパリ協約6条B項およ
び12条B項に、遺伝子ドーピング規制の関連事項
が記載されている。現状（2019年8月）では、6条に
おいて競走馬における遺伝子治療とは、A）核酸あ
るいは核酸類似体のオリゴマーおよびポリマー、
B）正常あるいは改変された細胞を使用する行為、
また、12条においてHeritable Genome（次世代に
継承される遺伝子情報）の改変の禁止を規定して
いる。
　競走馬の遺伝子治療/遺伝子ドーピング関連の
条項は6条B項（2017年10月改訂）になるが、2018
年10月現在の批准国は、アルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、香港（中国）、アメリカなど34ヶ
国である（2018年10月現在において日本は未批
准）。
２）FEI
　国際馬術連盟（FEI）もまた、遺伝子ドーピングを
禁止している。しかし、遺伝子ドーピングに関する
定義は、明確には記載されていない。興味深い点と
して、FEIは体細胞クローン馬およびその子孫の競
技会への出場を容認している。
　2013年のプレス向け説明によれば、クローン動
物とはいえ競技能力まで完全にコピーすることは
困難（トレーニングが重要）であり、また、様々な品
種が競技馬として使用される中、クローン馬を検
出することは実質的に不可能であることを理由に
挙げている。
　しかし、各地域における競技会主催者がクロー
ン馬の参加を禁止している場合が多いことから、
実質的にクローン馬の競技会参加は禁止されてい
るとみるべきかもしれない。
　なお、クローン馬は、アメリカやアルゼンチンな
どの民間企業で作製・生産されビジネス化されて
いる。
３）WADA（スポーツ）
　ヒトのスポーツのドーピング問題を扱う国際ア
ンチドーピング機構（WADA）は、早い段階で遺伝
子および細胞ドーピングを禁止行為としてWAD
コードに掲載している。主な禁止事項は、A）核酸

あるいは類似体のポリマー、B）改変された細胞、
C）ゲノム編集の使用である。2012年にゲノム編集
技術（CRISPR-Cas）が登場したことで、ゲノム編集
が2018年にWADコードに追加された。
　ゲノム編集が現実に使用されることはないと思
われていたが、2018年末には医療目的として中国
で遺伝子改変ベビーが誕生した。現状で、遺伝子改
変人類がスポーツに参加することはないと考えら
れるが、将来のドーピングコントロールに懸念を
抱かせる事例であり、遺伝子ドーピングも現実の
問題として扱うべき時期にきていると思われる。

関連法規制・条約との関係
１）競馬法　
　日本において、競馬のドーピング行為は競馬法
第31条で禁止されている。現在、遺伝子治療や遺
伝子ドーピング関連事項について、IFHAのパリ協
約を参考に規制の明文化が検討されている。
２）カルタヘナ法（条約批准）
　カルタヘナ法とは、生物多様性の維持を目的に、
遺伝子組換え生物などの使用等の規制に関する法
律である。競走馬への遺伝子ドーピングは、その行
為が遺伝子組換え生物の作製に相当することから
同法に抵触する。
　遺伝子治療を競走馬に行う場合には、機関内承
認などの手続きが必要である。ドーピング目的で
事前申請・承認手続を行うとも思えないので、遺伝
子ドーピングは競馬法のみならずカルタヘナ法に
も違反することになる。
　例外としては、遺伝子を組み込んだプラスミド
ベクターを動物個体へ投与する手法は、日本では
カルタヘナ法の適用外となる。しかし、欧州では適
用内となるため、遺伝子治療として使用した場合
には海外遠征時に注意が必要である。

遺伝子ドーピングの定義と規制（２：科学的な視
点）
　一言で遺伝子ドーピングとは言っても、対象（動
物個体、生殖系列細胞（受精卵など））と使用する技
術（プラスミド、ゲノム編集など）の組み合わせで、
手法は多様である。そのため、遺伝子ドーピングの
検査法開発と言っても、どの手法に焦点をあてる

か、どの手法が競走馬で応用されやすいかなどを
考慮して戦略的に実施する必要がある（図３）。
１）対象（動物個体、生殖系列細胞）
　遺伝子操作を行う対象は、動物個体あるいは生
殖系列細胞（卵子、精子、受精卵）の何れかに分けら
れる。
　動物個体を対象とした遺伝子ドーピングは、従
来の低分子化合物を使用したドーピング行為と類
似している。動物個体への投与方法は、A）動物個
体に直接投与（筋注や静注など）するin vivo法、B）
血球細胞などを採取培養して体外で遺伝子ドーピ
ング物質を導入してその後体内に戻すex vivo法が
ある。生殖系列細胞を対象とした遺伝子ドーピン
グは、遺伝子改変動物の作製を目的としている。体
外で受精卵などを操作することから、C）これを in 
vitro法と呼ぶ。
２）技術
　技術的には、エリスロポエチンなどの遺伝子を、
ベクター（プラスミド系、ウイルス系）を使用して
細胞内（体内）に導入する手法（狭義の遺伝子治
療）、短いDNA/RNA配列を体内に投与する手法（核
酸医薬品）、細胞内のゲノム配列を編集する手法

（ゲノム編集）に分かれる。これらの技術およびコ
ンセプトは、製薬業界において新規医薬品開発の
トレンドになっており、多数の医薬品が上市され
つつある。
　CRISPR（クリスパー）によるゲノム編集技術は
従来法と比べて極めて容易であり、通常の研究室
設備で実施可能である。そのため、マウスなどの小
型の実験動物だけではなく、ブタ、ウシ、イヌなど
の家畜でもゲノム編集動物が次々と作製されてい
る。
　ウマでは乗馬などを対象に体細胞クローン動物

作製がビジネス化されていることから、既に、ゲノ
ム編集馬作製も実施不可能ではない状況にある。

検査法開発の戦略
　遺伝子ドーピングの検出には、直接的検出と間
接的検出の二つがある（図４）。直接的検出とは、投
与された遺伝子ドーピング物質をPCR法や塩基配
列決定法などによって検出する手法である。この
方法を主体的に開発している機関は、日本および
豪州である。

　一方、間接的検出とは、投与された遺伝子ドーピ
ング物質やタンパク質から間接的に誘導される他
の体内成分（RNA 、タンパク質、代謝物など）をバ
イオマーカーとして同定検出する手法である。こ
の方法を主体的に開発している機関は、アメリカ
やフランス、中国（香港）などである。

直接的検出と間接法検出の長所および短所
１）直接的検出
　直接的検出の長所は、ドーピング物質を直接検
出することから、検出された場合には確実なドー
ピングの証拠となる（図４A）。しかし、PCR法を利
用する必要があることから、事前に対象とすべき
遺伝子のプライマー配列を設計しなければならな
い。そのため、対象遺伝子の塩基配列が部分的に改
変された場合、PCRでの検出は困難となる。現在、
これを補う手法として次世代シーケンサーを使用
した検出法も提案されている。
２）間接的検出
　間接的検出ではPCRのような問題はないもの
の、バイオマーカーが確実にドーピング物質のみ

を反映しているのか、その証明の困難さがある（図
４B）。検査機関や主催者が、間接的な指標であるバ
イオマーカーの検出を理由に、ドーピング陽性と
判断しても、外部有識者の判断で覆る可能性も否
定できない。裁判資料としての有効性など、科学的
妥当性を提示する必要がある。

遺伝子ドーピングの現実性
　論文報告などから、プラスミドベクターによる
遺伝子治療の不正利用、ゲノム編集技術による遺
伝子改変馬の作製が、現在、もっとも懸念すべき遺
伝子ドーピングと考えられる。
１）プラスミド型遺伝子治療（動物への投与）
　プラスミドベクターに外来遺伝子を組み込み、
それを体内に投与（筋肉注射など）する手法「プラ
スミド型遺伝子治療」は、既にウマで臨床研究さ
れ、治療効果が期待されている。
　市販薬はないもののプラスミド型遺伝子治療
は、研究試薬メーカーなどに注文すれば、安価に遺
伝子治療薬を作製可能であることから、遺伝子
ドーピングとしての危険性が一番高い。
２）ウイルスベクター型遺伝子治療（動物への投
与）
　ヒトの医療分野では、各種ウイルスベクターを
利用した遺伝子治療が盛んに臨床研究されている
が、体重が500kgにもなる競走馬に対して治療効
果を示す大量のウイルスベクターを調整すること
は、費用および労力面で実現性が乏しい。
３）ゲノム編集型遺伝子治療（動物への投与）
　この手法においても、ウイルスベクターを使用
することから、ウイルスベクター型遺伝子治療同
様に可能性は低い。しかし、米国では、自身で作製
したゲノム編集型遺伝子治療薬を自身の体内に注
射する行為をユーチューブ動画で公開する科学者
もいることから完全に排除することはできない。
４）核酸医薬品（動物への投与）
　ウマ用の核酸医薬品は市販されていないが、研
究試薬メーカーをとおして容易に合成できる。し
かし、肝毒性や腎毒性などの問題もあることから、
使用には慎重な判断が必要である。
５）ゲノム編集型遺伝子治療（受精卵改変）
　研究レベルでは既に確立した技術であり、中国

では多数の遺伝子改変家畜が作製されている。ま
た、日本ではゲノム編集技術で作製された動植物
の食品への利用も認可される方向で議論されてい
る。
　また、ウマではアルゼンチンの民間研究所が遺
伝子改変馬の作製に着手したとの情報もあり（図
１）、予断を許さない状況にある。既に、ゲノム編集
受精卵の作製には成功しているようだ。
６）市販のヒト遺伝子治療薬
　最近では、ヒトを対象にした遺伝子治療薬が市
販されるようになった。このため、このような市販
薬を不正利用することは想定される。しかし、これ
らの遺伝子治療薬は極めて高額（数千万円）であ
り、ウマにおける投与量（ヒトの約10倍量）を考慮
すれば、現状では使用の可能性は低いと考えられ
る。

日本における遺伝子ドーピング検出法開発研究
　競理研では、「遺伝子ドーピング及び遺伝的健全
性対策事業」として、１）動物個体にプラスミドベ
クターを使用して外来遺伝子が投与された場合、
２）生殖系列細胞が改変され遺伝子改変動物が作製
された場合を念頭に検出法の開発を進めている。
１）プラスミド型遺伝子ドーピングの検出法開発
　検査法として直接的検出、つまりPCR法を使用
した検出法開発を進めている。本解説記事では、そ
の検出法の詳細には触れないが、サラブレッドの
競走能力に影響を及ぼす可能性の高い12個の遺
伝子を標的とした（図５）。

　実際に、動物実験としてサラブレッドにプラス
ミド型遺伝子ドーピング物質を投与し、血液（血
漿）および尿からの検出に成功している。
２）核酸医薬品の検出法開発
　当初、特別振興事業の計画にはあげていなかっ
たが、2017年10月のパリ協約改定で、オリゴマー
の投与が遺伝子治療の一つとして定義されたこと
で、核酸医薬品の検出法開発にも取り組んだ。
　通常の核酸（DNAおよびRNA）は、血漿中などで
は構造不安定のため投与後早期に分解・排泄され
る。そのため、医薬品として使用するためには、核
酸のリン酸基部分がチオリン酸基に修飾されてい
る場合が多い（図６）。このチオリン酸基は生体成
分中には存在しないことから、これを血漿中から
検出できれば核酸医薬品が投与されたことの証拠
になると考えられる。

　このコンセプトに基づき、核酸医薬品の検出法
を開発し、添加血漿中からの検出に成功した。今後
は、サラブレッドへの核酸医薬品の投与などの動
物実験が必要である。
３）遺伝子改変動物への対応
　遺伝子改変動物の検出には、改変・編集されたゲ
ノム領域の塩基配列を決定する必要があるが、変
異導入される部位は実施者にしかわからない。そ
のため、対応は非常に困難である。
　この解決手段の一つが、次世代シーケンサーを
使用した全ゲノム解読である。特定領域ではなく
全ゲノムを網羅的に解読するため、親子間で全ゲ
ノムの遺伝継承を調べれば、理論的には改変・編集

されたゲノム領域を検出できる。
　技術的な課題は残るが、これを補うため、我々は
100頭以上のサラブレッドからの全ゲノムレベル
でのデータベース構築を進めている。このデータ
ベースによって、本来サラブレッドが持つべき
DNA多型部位を予測でき、それ以外の部位が同定
されれば、人為的な改変を疑うことができる。
　種牡馬、繁殖牝馬のゲノム情報（あるいは血液サ
ンプル）があれば、全ゲノムレベルでの親子判定で
矛盾する部位を検出することができ、現在、これを
実施するための解析ソフトを開発した（図７）。こ
れを実施するためには、ISBCが推奨するバイオサ
ンプルバンク（血液）の運用が必須である。

国際ワークショップの開催
　「Gene Doping Workshop」が、競理研遺伝子分析
部の主催で2019年9月に宇都宮市で開催された。
競馬産業における遺伝子ドーピング問題を本格的
に扱う国際会議は初めてであり、会議では、海外お
よび国内から遺伝子ドーピングあるいは遺伝子治

療の専門家を招き、国内・国外関係者との情報共有
を行った（図８）。なお、海外からは中国（香港）、韓
国、アラブ首長国連邦、シンガポール、モーリシャ
ス、イギリス、フランス、カナダ、アメリカ、オース
トラリアおよびニュージーランドから来訪し、国
内参加者を含め約100名が参加する盛況な会議と
なった。

提言
　2017年度から3年間にわたって「遺伝子ドーピ
ング及び遺伝的健全性対策事業」を実施したこと
で、現状において推奨すべき遺伝子ドーピング対
策について述べる。
１）国内における遺伝子ドーピング規制の明文化
　明確なルールを作成することで、確実に遺伝子
ドーピングを規制する。
２）遺伝子ドーピングの競技外検査の実施
　競技外検査（Out-Of-Competition Test）として、
サラブレッド登録時やトレセン初回入厩時などに
実施する。
３）バイオサンプルバンク（血液）の推進

　遺伝子改変動物対策としてISBC遺伝福祉委員会
が推奨するバイオサンプルバンキングを血液で実
施する。そして、種牡馬および繁殖牝馬の全ゲノム
情報を収集する。
４）国際協調および研究開発への更なる投資の重
要性
　遺伝子ドーピングは多様であることを述べた。
我々が作製した検出法は、現状、一部の遺伝子ドー
ピングへの対策である。そのため、さらなる研究開
発および国際協調をとおして、万全な体制を構築
する必要がある。

　本解説記事は、平成29年度から3年計画で実施
している日本中央競馬会からの特別振興事業「遺
伝子ドーピング及び遺伝的健全性対策事業」にお
ける研究成果および国際情勢の調査活動で得られ
た成果をまとめたものであり、これに基づき遺伝
子ドーピング対策を提言したものである。なお、記
事内容は令和元年8月31日（原稿締切日）までの内
容である。
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UTC技術講習会および
第15回Veterinary Sport Horse Congressに参加して

競走馬総合研究所  臨床医学研究室　田村周久

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

図1
学会会場となったRAIアムステルダムはアムステルダムの中心
から5km程度南に位置する大規模な展示場である。

図2
RAIアムステルダムには、多人数が収容できるホールや会議場
があり、国際的な馬術競技も内部で開催されている。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

図3
VSHCの会場となった大ホール。学会コンセプトに沿うように、
ステージ中央には馬術競技用の障害が展示されていた。

図5
UTCユーザー会議の様子。中央の大型モニターにUTC所見が表
示させ、参加者全員が意見交換する形式で進められた。

図4
会場隣の企業展示ブースでは獣医師向け商品の他に、馬術関連
の商品も展示されていた。(左)UTC社、(右)馬運車の販売会社。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

図6
UTCサテライトセミナー修了後の懇談会。左から順に田村、Dr. 
Lenz(スウェーデン)、Dr. Gustav(スウェーデン)、Mr. Kraan(UTC
社)、Dr. Smith(イギリス；英国王立獣医大学教授)、Dr. Schie(UTC
社；UTC開発責任者)。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

海 外 報 告

Rood & Riddle Equine Hospital International
Podiatry Conferenceに参加して

日本装削蹄協会  装蹄教育センター　染谷朱音

　2019年４月11～13日、第１回目となるInternational 
Podiatry ConferenceがRood & Riddle Equine 
Hospitalにて開催された。講習は座学講義および
実演講習から成り、獣医師、装蹄師、および獣医師
兼装蹄師が60名程参加した。座学講習ではバイオ
メカニクスに関する研究報告、蹄病の臨床症例報
告、切腱術の予後に関する報告、解剖学に基づく装
蹄法など、実演講習では下肢部の解剖学、角壁腫の
摘出方法などについて聴講することができた。
　ここでは、Maarten Oosterlinck, DVM, PhDによ
るバイオメカニクスに関する研究報告の中で紹介
された文献の一部、および関連する文献の概要に
ついて、紹介したい。

〇革パットを挿入することで着地時の衝撃が大き
くなる1

　蹄壁に加速度計を固定し、16種類の装蹄法にお
ける着地時の衝撃を比較したところ（馬2頭、速歩
4m/s、アスファルト上）、革パットを鉄製蹄鉄と蹄
の間に挟んで釘付け装蹄した場合、着地時の衝撃
が鉄製蹄鉄を釘付け装蹄した場合よりも大きく
なった。一方で、プラスチック製蹄鉄を接着装蹄し
た場合、鉄製蹄鉄を釘付け装蹄した場合と比べて
衝撃が小さくなり、加えてEqui-Pack Softを充填す
ると、衝撃はさらに小さくなった。

〇鉄製蹄鉄を釘付装蹄すると、速歩において着地
時に蹄骨に伝わる衝撃が増加する2

　安楽殺されたオランダ温血種13頭の左前肢を
切り離して第三中手骨、第一指骨、第二指骨、第三
指骨、蹄壁に加速度計を固定し、速歩における着地

時の衝撃を模して各骨に伝わる衝撃を測定したと
ころ、跣蹄では71％、鉄製蹄鉄釘付け装蹄時には
64％の衝撃が蹄壁と蹄骨の間で吸収されていた。
また、鉄製蹄鉄を装着することで、蹄壁に伝わる衝
撃は15%、蹄骨に伝わる衝撃は40%増加した。第三
中手骨に伝わる衝撃は、跣蹄でも蹄鉄装着時でも
蹄壁にかかる衝撃の13％だった。ちなみに、着地
時の衝撃は関節炎の原因となるとされる。

〇トレッドミル上の速歩において 骨にかかる力
は480g程度の鉄製蹄鉄を装着することで14％増
加し、6°heel-wedgeを挿入することで24%減少
した3

　厚さ10mmの鉄製蹄鉄（平均478g）を装着した
とき、トレッドミル上の速歩(4.0m/s)において
骨にかかる力の最大値は跣蹄のときより14%増加
した（オランダ温血種12頭、フォース・プレートお
よびスキン・マーカーを用いた動作解析から算
出 ）。一 方 で 、厚 さ 8 m m の 鉄 製 蹄 鉄 に
6°heel-wedgeを挿入すると（平均437g）、 骨に
加わる力の最大値は跣蹄のときより24%減少し
た。トレッドミル上の速歩においては、厚さ8mm
のエッグバー蹄鉄（平均466g）を装着しても、 骨
にかかる力の最大値は厚さ10mmの鉄製蹄鉄（平
均478g）装着時とほとんど変わらなかった。

〇エッグバー蹄鉄を装着すると軟地では蹄踵が沈
み込みにくくなり、heel-wedge挿入に類似する効
果が生じる場合がある4

　フレンチトロッター4頭の左前肢にエッグバー
蹄鉄を装着して砂馬場で常歩させると着地後に蹄

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

踵が沈み込みにくくなり、最大荷重時に蹄踵が約
5°上がった状態になった。一方で、通常の鉄製蹄
鉄装着時には、最大荷重時に蹄踵が約1°沈み込
んだ状態になった。したがって、この条件下では、
軟地上のエッグバー蹄鉄装着は、硬地上で
6°heel-wedgeを挿入している状態に相当する。
以上の結果より、軟地上では、エッグバー蹄鉄の装
着により 骨にかかる力が減少する場合があると
考えられる。

〇硬地上では、前肢に側鉄唇付設蹄鉄をセット
バック装着しても、ナチュラル・バランス・シュー
を装着しても、通常の鉄頭鉄唇付設蹄鉄装着時と
比べて 骨にかかる力は変化しない5

　深屈腱が 骨に加える圧力は、蹄が反回する直
前（蹄踵が地面を離れる直前）に最大になる。そこ
で、ナビキュラー症候群に対して反回点を下げる
装蹄療法が行われるが、①側鉄唇付設蹄鉄のセッ
トバック装着、②ナチュラル・バランス・シューの
装着により、通常の鉄頭鉄唇付設蹄鉄装着時より
も 骨に加わる圧力が小さくなるかどうか、
フォース・プレートを用いて算出したところ（馬９
頭、両前肢、硬地上速歩）、いずれの装蹄法でも 骨
に加わる圧力は変わらなかった。軟地における調
査が待たれる。

〇後肢蹄鉄の反回点を下げても、硬地上の速歩に
おいては推進力を低下させることなく蹄の自然な
反回を促進させる6

　温血種10頭の後肢に①鉄頭鉄唇付設蹄鉄、②側
鉄唇付設蹄鉄、③側鉄唇付設・鉄頭部下狭蹄鉄

（rolled toe）を装着し、フォース・プレートを用い
て速歩における床反力を測定した結果、3種の蹄
鉄により推進力に差は生じないと推定された。ま
た、鉄頭部下狭蹄鉄では蹄の反回が制限されず、反
回点がより外側に位置したため、反回点を下げる
ことによって推進力を低下させることなく、馬の
自然な動きを発揮させることができると考えられ
る。ただし、硬地上の速歩のみしか調査されていな
いため、軟地上の襲歩における推進力への影響は
不明である。

〇内向蹄では蹄尖先着になる傾向が確認されるも
のの運動器疾患との関連性は不明である7

　重度な内向蹄をもつ馬は運動器疾患の罹患率が
高く、競技からの引退が早くなると考えられてい
るが、科学的根拠は乏しい。そこで、圧力分散セン
サーを用いて内向蹄をもつ温血種5頭・両前肢の
蹄荷重を調べたところ、両前肢ともに5頭中4頭は
蹄尖先着、1頭は蹄踵先着だった。また、荷重の内
外対称性は内向蹄のない健康馬と比べて低かっ
た。したがって、内向蹄が運動器疾患の原因となる
可能性が示唆されるものの、ナビキュラー症候群
において蹄尖先着が観察されることから、蹄尖先
着は跛行の原因ではなく、顕著な跛行が確認され
る前に観察される前駆徴候である可能性もある。
ちなみに、研究に用いた5頭の馬は測定の2週間前
に経験豊富な装蹄師によって削蹄され、獣医師の
目視検査により硬地上および軟地上の直線運動・
回転運動において跛行が認められないことが確認
されている。

〇ウェッジ・パッドを用いて前肢・蹄外側を4°上
げても、先着部位の一貫した変化は認められない8

　ウェッジ・パッドを鉄製蹄鉄と蹄の間に挿入す
ることで馬５頭の左前肢・蹄外側を4°上げ、圧力
分散センサーを用いて蹄にかかる荷重の変動を測
定したところ、先着部位の一貫した変化は認めら
れなかった。５頭中２頭はウェッジ・パッド挿入前
の先着部位が蹄内側だったが、蹄外側を4°上げ
ることで平坦踏着になった馬は１頭のみだった。
また、１頭ではウェッジ・パッドを蹄外側に挿入し
た後、先着部位がやや蹄外側に移動した。ちなみ
に、研究に用いた５頭の馬は、測定直前に経験豊富
な装蹄師によって装蹄された。

〇削蹄により着地後に蹄が安定するまでの時間が
顕著に短くなるものの、先着部位は変わらない9

　荷重分散センサーを用いて蹄にかかる荷重の変
動を測定したところ（馬18頭、速歩）、着地後に蹄
が安定するまでの時間は削蹄後に顕著に短くなっ
たものの、削蹄前後で先着部位の変化は認められ
なかった。着地後に蹄が安定するまでの時間は削
蹄後でも後肢で前肢の２倍以上だが、前肢の方が

後肢よりも削蹄後に蹄が安定するまでの時間が顕
著に短くなった。ちなみに、この「着地後に蹄が安
定するまでの時間」は人の目では観察できない。ま
た、着地後に蹄が安定するまでの間、荷重が蹄外側
に偏っていた馬の割合は前肢で装蹄前63.3%(装蹄
後57.8%)、後肢で装蹄前97.8％(装蹄後96.7%)だっ
た。
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て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

　2019年４月11～13日、第１回目となるInternational 
Podiatry ConferenceがRood & Riddle Equine 
Hospitalにて開催された。講習は座学講義および
実演講習から成り、獣医師、装蹄師、および獣医師
兼装蹄師が60名程参加した。座学講習ではバイオ
メカニクスに関する研究報告、蹄病の臨床症例報
告、切腱術の予後に関する報告、解剖学に基づく装
蹄法など、実演講習では下肢部の解剖学、角壁腫の
摘出方法などについて聴講することができた。
　ここでは、Maarten Oosterlinck, DVM, PhDによ
るバイオメカニクスに関する研究報告の中で紹介
された文献の一部、および関連する文献の概要に
ついて、紹介したい。

〇革パットを挿入することで着地時の衝撃が大き
くなる1

　蹄壁に加速度計を固定し、16種類の装蹄法にお
ける着地時の衝撃を比較したところ（馬2頭、速歩
4m/s、アスファルト上）、革パットを鉄製蹄鉄と蹄
の間に挟んで釘付け装蹄した場合、着地時の衝撃
が鉄製蹄鉄を釘付け装蹄した場合よりも大きく
なった。一方で、プラスチック製蹄鉄を接着装蹄し
た場合、鉄製蹄鉄を釘付け装蹄した場合と比べて
衝撃が小さくなり、加えてEqui-Pack Softを充填す
ると、衝撃はさらに小さくなった。

〇鉄製蹄鉄を釘付装蹄すると、速歩において着地
時に蹄骨に伝わる衝撃が増加する2

　安楽殺されたオランダ温血種13頭の左前肢を
切り離して第三中手骨、第一指骨、第二指骨、第三
指骨、蹄壁に加速度計を固定し、速歩における着地

時の衝撃を模して各骨に伝わる衝撃を測定したと
ころ、跣蹄では71％、鉄製蹄鉄釘付け装蹄時には
64％の衝撃が蹄壁と蹄骨の間で吸収されていた。
また、鉄製蹄鉄を装着することで、蹄壁に伝わる衝
撃は15%、蹄骨に伝わる衝撃は40%増加した。第三
中手骨に伝わる衝撃は、跣蹄でも蹄鉄装着時でも
蹄壁にかかる衝撃の13％だった。ちなみに、着地
時の衝撃は関節炎の原因となるとされる。

〇トレッドミル上の速歩において 骨にかかる力
は480g程度の鉄製蹄鉄を装着することで14％増
加し、6°heel-wedgeを挿入することで24%減少
した3

　厚さ10mmの鉄製蹄鉄（平均478g）を装着した
とき、トレッドミル上の速歩(4.0m/s)において
骨にかかる力の最大値は跣蹄のときより14%増加
した（オランダ温血種12頭、フォース・プレートお
よびスキン・マーカーを用いた動作解析から算
出 ）。一 方 で 、厚 さ 8 m m の 鉄 製 蹄 鉄 に
6°heel-wedgeを挿入すると（平均437g）、 骨に
加わる力の最大値は跣蹄のときより24%減少し
た。トレッドミル上の速歩においては、厚さ8mm
のエッグバー蹄鉄（平均466g）を装着しても、 骨
にかかる力の最大値は厚さ10mmの鉄製蹄鉄（平
均478g）装着時とほとんど変わらなかった。

〇エッグバー蹄鉄を装着すると軟地では蹄踵が沈
み込みにくくなり、heel-wedge挿入に類似する効
果が生じる場合がある4

　フレンチトロッター4頭の左前肢にエッグバー
蹄鉄を装着して砂馬場で常歩させると着地後に蹄

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

踵が沈み込みにくくなり、最大荷重時に蹄踵が約
5°上がった状態になった。一方で、通常の鉄製蹄
鉄装着時には、最大荷重時に蹄踵が約1°沈み込
んだ状態になった。したがって、この条件下では、
軟地上のエッグバー蹄鉄装着は、硬地上で
6°heel-wedgeを挿入している状態に相当する。
以上の結果より、軟地上では、エッグバー蹄鉄の装
着により 骨にかかる力が減少する場合があると
考えられる。

〇硬地上では、前肢に側鉄唇付設蹄鉄をセット
バック装着しても、ナチュラル・バランス・シュー
を装着しても、通常の鉄頭鉄唇付設蹄鉄装着時と
比べて 骨にかかる力は変化しない5

　深屈腱が 骨に加える圧力は、蹄が反回する直
前（蹄踵が地面を離れる直前）に最大になる。そこ
で、ナビキュラー症候群に対して反回点を下げる
装蹄療法が行われるが、①側鉄唇付設蹄鉄のセッ
トバック装着、②ナチュラル・バランス・シューの
装着により、通常の鉄頭鉄唇付設蹄鉄装着時より
も 骨に加わる圧力が小さくなるかどうか、
フォース・プレートを用いて算出したところ（馬９
頭、両前肢、硬地上速歩）、いずれの装蹄法でも 骨
に加わる圧力は変わらなかった。軟地における調
査が待たれる。

〇後肢蹄鉄の反回点を下げても、硬地上の速歩に
おいては推進力を低下させることなく蹄の自然な
反回を促進させる6

　温血種10頭の後肢に①鉄頭鉄唇付設蹄鉄、②側
鉄唇付設蹄鉄、③側鉄唇付設・鉄頭部下狭蹄鉄

（rolled toe）を装着し、フォース・プレートを用い
て速歩における床反力を測定した結果、3種の蹄
鉄により推進力に差は生じないと推定された。ま
た、鉄頭部下狭蹄鉄では蹄の反回が制限されず、反
回点がより外側に位置したため、反回点を下げる
ことによって推進力を低下させることなく、馬の
自然な動きを発揮させることができると考えられ
る。ただし、硬地上の速歩のみしか調査されていな
いため、軟地上の襲歩における推進力への影響は
不明である。

〇内向蹄では蹄尖先着になる傾向が確認されるも
のの運動器疾患との関連性は不明である7

　重度な内向蹄をもつ馬は運動器疾患の罹患率が
高く、競技からの引退が早くなると考えられてい
るが、科学的根拠は乏しい。そこで、圧力分散セン
サーを用いて内向蹄をもつ温血種5頭・両前肢の
蹄荷重を調べたところ、両前肢ともに5頭中4頭は
蹄尖先着、1頭は蹄踵先着だった。また、荷重の内
外対称性は内向蹄のない健康馬と比べて低かっ
た。したがって、内向蹄が運動器疾患の原因となる
可能性が示唆されるものの、ナビキュラー症候群
において蹄尖先着が観察されることから、蹄尖先
着は跛行の原因ではなく、顕著な跛行が確認され
る前に観察される前駆徴候である可能性もある。
ちなみに、研究に用いた5頭の馬は測定の2週間前
に経験豊富な装蹄師によって削蹄され、獣医師の
目視検査により硬地上および軟地上の直線運動・
回転運動において跛行が認められないことが確認
されている。

〇ウェッジ・パッドを用いて前肢・蹄外側を4°上
げても、先着部位の一貫した変化は認められない8

　ウェッジ・パッドを鉄製蹄鉄と蹄の間に挿入す
ることで馬５頭の左前肢・蹄外側を4°上げ、圧力
分散センサーを用いて蹄にかかる荷重の変動を測
定したところ、先着部位の一貫した変化は認めら
れなかった。５頭中２頭はウェッジ・パッド挿入前
の先着部位が蹄内側だったが、蹄外側を4°上げ
ることで平坦踏着になった馬は１頭のみだった。
また、１頭ではウェッジ・パッドを蹄外側に挿入し
た後、先着部位がやや蹄外側に移動した。ちなみ
に、研究に用いた５頭の馬は、測定直前に経験豊富
な装蹄師によって装蹄された。

〇削蹄により着地後に蹄が安定するまでの時間が
顕著に短くなるものの、先着部位は変わらない9

　荷重分散センサーを用いて蹄にかかる荷重の変
動を測定したところ（馬18頭、速歩）、着地後に蹄
が安定するまでの時間は削蹄後に顕著に短くなっ
たものの、削蹄前後で先着部位の変化は認められ
なかった。着地後に蹄が安定するまでの時間は削
蹄後でも後肢で前肢の２倍以上だが、前肢の方が

後肢よりも削蹄後に蹄が安定するまでの時間が顕
著に短くなった。ちなみに、この「着地後に蹄が安
定するまでの時間」は人の目では観察できない。ま
た、着地後に蹄が安定するまでの間、荷重が蹄外側
に偏っていた馬の割合は前肢で装蹄前63.3%(装蹄
後57.8%)、後肢で装蹄前97.8％(装蹄後96.7%)だっ
た。
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て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

　2019年４月11～13日、第１回目となるInternational 
Podiatry ConferenceがRood & Riddle Equine 
Hospitalにて開催された。講習は座学講義および
実演講習から成り、獣医師、装蹄師、および獣医師
兼装蹄師が60名程参加した。座学講習ではバイオ
メカニクスに関する研究報告、蹄病の臨床症例報
告、切腱術の予後に関する報告、解剖学に基づく装
蹄法など、実演講習では下肢部の解剖学、角壁腫の
摘出方法などについて聴講することができた。
　ここでは、Maarten Oosterlinck, DVM, PhDによ
るバイオメカニクスに関する研究報告の中で紹介
された文献の一部、および関連する文献の概要に
ついて、紹介したい。

〇革パットを挿入することで着地時の衝撃が大き
くなる1

　蹄壁に加速度計を固定し、16種類の装蹄法にお
ける着地時の衝撃を比較したところ（馬2頭、速歩
4m/s、アスファルト上）、革パットを鉄製蹄鉄と蹄
の間に挟んで釘付け装蹄した場合、着地時の衝撃
が鉄製蹄鉄を釘付け装蹄した場合よりも大きく
なった。一方で、プラスチック製蹄鉄を接着装蹄し
た場合、鉄製蹄鉄を釘付け装蹄した場合と比べて
衝撃が小さくなり、加えてEqui-Pack Softを充填す
ると、衝撃はさらに小さくなった。

〇鉄製蹄鉄を釘付装蹄すると、速歩において着地
時に蹄骨に伝わる衝撃が増加する2

　安楽殺されたオランダ温血種13頭の左前肢を
切り離して第三中手骨、第一指骨、第二指骨、第三
指骨、蹄壁に加速度計を固定し、速歩における着地

時の衝撃を模して各骨に伝わる衝撃を測定したと
ころ、跣蹄では71％、鉄製蹄鉄釘付け装蹄時には
64％の衝撃が蹄壁と蹄骨の間で吸収されていた。
また、鉄製蹄鉄を装着することで、蹄壁に伝わる衝
撃は15%、蹄骨に伝わる衝撃は40%増加した。第三
中手骨に伝わる衝撃は、跣蹄でも蹄鉄装着時でも
蹄壁にかかる衝撃の13％だった。ちなみに、着地
時の衝撃は関節炎の原因となるとされる。

〇トレッドミル上の速歩において 骨にかかる力
は480g程度の鉄製蹄鉄を装着することで14％増
加し、6°heel-wedgeを挿入することで24%減少
した3

　厚さ10mmの鉄製蹄鉄（平均478g）を装着した
とき、トレッドミル上の速歩(4.0m/s)において
骨にかかる力の最大値は跣蹄のときより14%増加
した（オランダ温血種12頭、フォース・プレートお
よびスキン・マーカーを用いた動作解析から算
出 ）。一 方 で 、厚 さ 8 m m の 鉄 製 蹄 鉄 に
6°heel-wedgeを挿入すると（平均437g）、 骨に
加わる力の最大値は跣蹄のときより24%減少し
た。トレッドミル上の速歩においては、厚さ8mm
のエッグバー蹄鉄（平均466g）を装着しても、 骨
にかかる力の最大値は厚さ10mmの鉄製蹄鉄（平
均478g）装着時とほとんど変わらなかった。

〇エッグバー蹄鉄を装着すると軟地では蹄踵が沈
み込みにくくなり、heel-wedge挿入に類似する効
果が生じる場合がある4

　フレンチトロッター4頭の左前肢にエッグバー
蹄鉄を装着して砂馬場で常歩させると着地後に蹄

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

踵が沈み込みにくくなり、最大荷重時に蹄踵が約
5°上がった状態になった。一方で、通常の鉄製蹄
鉄装着時には、最大荷重時に蹄踵が約1°沈み込
んだ状態になった。したがって、この条件下では、
軟地上のエッグバー蹄鉄装着は、硬地上で
6°heel-wedgeを挿入している状態に相当する。
以上の結果より、軟地上では、エッグバー蹄鉄の装
着により 骨にかかる力が減少する場合があると
考えられる。

〇硬地上では、前肢に側鉄唇付設蹄鉄をセット
バック装着しても、ナチュラル・バランス・シュー
を装着しても、通常の鉄頭鉄唇付設蹄鉄装着時と
比べて 骨にかかる力は変化しない5

　深屈腱が 骨に加える圧力は、蹄が反回する直
前（蹄踵が地面を離れる直前）に最大になる。そこ
で、ナビキュラー症候群に対して反回点を下げる
装蹄療法が行われるが、①側鉄唇付設蹄鉄のセッ
トバック装着、②ナチュラル・バランス・シューの
装着により、通常の鉄頭鉄唇付設蹄鉄装着時より
も 骨に加わる圧力が小さくなるかどうか、
フォース・プレートを用いて算出したところ（馬９
頭、両前肢、硬地上速歩）、いずれの装蹄法でも 骨
に加わる圧力は変わらなかった。軟地における調
査が待たれる。

〇後肢蹄鉄の反回点を下げても、硬地上の速歩に
おいては推進力を低下させることなく蹄の自然な
反回を促進させる6

　温血種10頭の後肢に①鉄頭鉄唇付設蹄鉄、②側
鉄唇付設蹄鉄、③側鉄唇付設・鉄頭部下狭蹄鉄

（rolled toe）を装着し、フォース・プレートを用い
て速歩における床反力を測定した結果、3種の蹄
鉄により推進力に差は生じないと推定された。ま
た、鉄頭部下狭蹄鉄では蹄の反回が制限されず、反
回点がより外側に位置したため、反回点を下げる
ことによって推進力を低下させることなく、馬の
自然な動きを発揮させることができると考えられ
る。ただし、硬地上の速歩のみしか調査されていな
いため、軟地上の襲歩における推進力への影響は
不明である。

〇内向蹄では蹄尖先着になる傾向が確認されるも
のの運動器疾患との関連性は不明である7

　重度な内向蹄をもつ馬は運動器疾患の罹患率が
高く、競技からの引退が早くなると考えられてい
るが、科学的根拠は乏しい。そこで、圧力分散セン
サーを用いて内向蹄をもつ温血種5頭・両前肢の
蹄荷重を調べたところ、両前肢ともに5頭中4頭は
蹄尖先着、1頭は蹄踵先着だった。また、荷重の内
外対称性は内向蹄のない健康馬と比べて低かっ
た。したがって、内向蹄が運動器疾患の原因となる
可能性が示唆されるものの、ナビキュラー症候群
において蹄尖先着が観察されることから、蹄尖先
着は跛行の原因ではなく、顕著な跛行が確認され
る前に観察される前駆徴候である可能性もある。
ちなみに、研究に用いた5頭の馬は測定の2週間前
に経験豊富な装蹄師によって削蹄され、獣医師の
目視検査により硬地上および軟地上の直線運動・
回転運動において跛行が認められないことが確認
されている。

〇ウェッジ・パッドを用いて前肢・蹄外側を4°上
げても、先着部位の一貫した変化は認められない8

　ウェッジ・パッドを鉄製蹄鉄と蹄の間に挿入す
ることで馬５頭の左前肢・蹄外側を4°上げ、圧力
分散センサーを用いて蹄にかかる荷重の変動を測
定したところ、先着部位の一貫した変化は認めら
れなかった。５頭中２頭はウェッジ・パッド挿入前
の先着部位が蹄内側だったが、蹄外側を4°上げ
ることで平坦踏着になった馬は１頭のみだった。
また、１頭ではウェッジ・パッドを蹄外側に挿入し
た後、先着部位がやや蹄外側に移動した。ちなみ
に、研究に用いた５頭の馬は、測定直前に経験豊富
な装蹄師によって装蹄された。

〇削蹄により着地後に蹄が安定するまでの時間が
顕著に短くなるものの、先着部位は変わらない9

　荷重分散センサーを用いて蹄にかかる荷重の変
動を測定したところ（馬18頭、速歩）、着地後に蹄
が安定するまでの時間は削蹄後に顕著に短くなっ
たものの、削蹄前後で先着部位の変化は認められ
なかった。着地後に蹄が安定するまでの時間は削
蹄後でも後肢で前肢の２倍以上だが、前肢の方が

後肢よりも削蹄後に蹄が安定するまでの時間が顕
著に短くなった。ちなみに、この「着地後に蹄が安
定するまでの時間」は人の目では観察できない。ま
た、着地後に蹄が安定するまでの間、荷重が蹄外側
に偏っていた馬の割合は前肢で装蹄前63.3%(装蹄
後57.8%)、後肢で装蹄前97.8％(装蹄後96.7%)だっ
た。
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て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

海 外 報 告

Conference on Cooperation and Collaboration on
Prevention and Control of Animal Diseasesに参加して

競走馬総合研究所  分子生物研究室　坂内　天

　令和元年5月21日から24日まで中華人民共和国
で行われた、Conference on Cooperation and 
Collaboration on Prevention and Control of 
Animal Diseasesに参加したので、その概要を報告
する。
　本会議は中国科学技術庁が掲げる一帯一路プロ
ジェクトの一環として、ハルビン獣医学研究所と
中国免疫学会の共催により浙江省杭州市で開かれ
た。国境を越えて広がりを見せる様々な家畜感染
症の制御のためには近接する諸外国との連携が欠
かせないことから、国際的に活躍する研究者の情
報交換を目的として開かれたものである。5月21
日～23日の3日間、ホストの中国を含め16ヶ国か
ら約40名が参加して、家畜感染症の診断、疫学、免
疫学に関する最新の知見や、感染症制御に向けた
各国の取組みについて演題が発表された。日本か
らは筆者の他、帯広畜産大学原虫病研究センター
助教のDr. Keisuke Suganumaが招待された。また、
筆者が2016年～2017年にオーストラリアのメル

ボルン大学に滞在した際にお世話になったProf. 
Glenn Browningも参加していた。杭州は紀元前の
漢王朝の時代からシルクの産地として栄えた街
で、美しい西湖のほとりに歴史的な建造物を多く
残す中国浙江省の一大観光地である。会場の金渓
山荘は西湖西端の島に建てられたホテルで、周囲
を豊かな森と湖に囲まれた静かな環境であった。
休憩時間を利用して周囲を散策するなど、筆者を
含め参加者は皆リラックスした雰囲気で学会に臨
んだ。
　ハルビン獣医学研究所を中心として進められて
いる一帯一路プロジェクトでは、同研究所とイン
ドネシアの獣医大学との間で疫学監視体制の構築
に関する学術協定が昨年結ばれ、本学会にも同国
から数名の研究者が参加していた。また、本学会に
先立ってパキスタンの獣医大学との間にも同様の
協定が結ばれたようである。このように中国は豊
富な研究資源や資金を使って諸外国との学術連携
に注力しており、アジアにおける獣医感染症研究

のリーダーシップを取ろうという意気込みが垣間
見える。中国は広大な国土を抱え、多くの国と国境
を接するため、疾病の制御や疫学監視に困難な点
が多くある。こうした状況は他のアジア諸国につ
いても同様で、島国であるが故に感染症の侵入機
会が少ない日本とは対照的である。特に、昨年中国
で発生したアフリカ豚コレラや、従前からアジア
諸国で継続的に発生している口蹄疫など、経済的
に大きな被害をもたらす越境感染症が多く存在す
るため、本学会のような情報交換の場や研究の連
携に向けた取り組みが持つ意義は非常に大きい。
牛、豚、鶏の感染症に関する演題が多く、馬に特化
した演題は筆者のものを含め3題だけであった
が、発表以外の場も含め諸外国の研究者と有意義
な情報交換ができた。特にハルビン獣医学研究所
で馬のウイルス感染症を研究しているDr. Zhe Hu
から、馬伝染性貧血の診断法に関して多くの情報
を得ることができた。以下に同女史の発表の概要
を示す。

◯The development of competitive ELISA for 
detection of the antibodies against EIAV
（馬伝染性貧血ウイルスに対する抗体を検出する
competitive ELISA法の開発）

Dr. Zhe Hu（ハルビン獣医学研究所）
　現在中国の多くの省において馬伝染性貧血

（EIA）の発生はなく、ほぼ清浄化されたと考えられ
ているが、新疆ウイグル自治区では僅かながら抗
体陽性馬の摘発が続いている。OIEのnotifiable 
diseaseに名を連ねる本症に罹患した馬は中国に
おいても殺処分の対象であり、血清的学診断の
ゴールドスタンダードは寒天ゲル内沈降法

（AGID）である。一方、継続的に多くの検体を用い
て疫学監視を行うためには、高感度かつ効率的な
スクリーニング法が必要で、本研究で演者らはモ
ノクローナル抗体を用いたcompetitive ELISA法を
開発した。同法は、ウイルスの主要な抗原である
p26蛋白質の抗原エピトープを認識する抗体をプ
レートに固相化し、そこに組換えp26蛋白質とあ
らかじめ反応させた被検血清を加え、血清中の抗
体の有無をモノクローナル抗体とp26蛋白質との
反応の阻害率で評価するものである。EIAウイルス

に対する市販の陽性血清および実験感染馬の陽性
血清を用いた検討では、competitive ELISA法は
IDEXX社製のELISAキットよりも高い感度を有す
ることが示された。また、実験感染馬の血清中に
は、AGIDでは陰性だがcompetitive ELISAで陽性と
なるものもあった。それらはWestern blot法によ
る確認検査で陽性だったことから、competitive 
ELISA法の感度はAGIDよりも高い可能性がある。
しかし演者らがAGIDで用いた抗原は自作の組換
えp26蛋白質であるため、同法の感度がELISA法よ
り劣るとすれば抗原の質的問題である可能性も否
定できない。
　演者らによって開発されたcompetitive ELISA法
は既に中国で診断薬として承認を受けており、香
港ジョッキークラブやいくつかの国でEIAのスク
リーニング検査に使われている。一般的にELISA法
の特徴として、高い感度を有する一方で特異度が
低い懸念があるため、同法で偽陽性がどのくらい
生じるか問うてみたが、演者らの経験では「あまり
ない」という曖昧な回答であった。実際にスクリー
ニング検査で陽性だったものについては、AGIDと
Western blot法による確認検査が行われるそうな
ので、ELISA法の用途はあくまでもスクリーニング
検査ということになる。いずれにせよ高感度で他
検体処理が可能な同法は非常に有用であり、可能
ならば日本でも入手してその精度を検証してみた
いものである。なお、本演題を発表したDr. Zhe Hu
の所属するハルビン獣医学研究所はEIAの診断に
関するOIEリファレンスラボである。

　筆者からは本会美浦トレセンで発生のあったゲ
タウイルスについて以下の総説を発表した。
◯Outbreaks of Getah virus infection among 
racehorses in Japan: Lessons and research 
trends
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の発
生：流行から得た教訓と研究のトレンドについて）

Dr. Hiroshi Bannai（競走馬総合研究所）
　筆者はこれまでにも国内外のいくつかの学会で
ゲタウイルス感染症についての講演を行ってき
た。今回の発表ではウイルスが存在すると考えら
れるアジア諸国の研究者に注意を促し、ゲタウイ

ルスに関する研究を発展させることを目的とし
て、我々が経験した一連の流行の発生状況と原因
について包括的な考察を発表した。主なポイント
として以下の3点を挙げた。①流行を起こしたウ
イルスが2012年あたりに大陸から日本に侵入し
て、美浦トレセン近辺では2014年以降豚と馬の両
方でウイルスが循環していたこと。②現行のワク
チンは流行株に対しても十分効果があること。③
トレセンの馬群の中にはワクチンが未完了でゲタ
ウイルスに感受性の高い馬がいたこと。そして特
に①と③に関連して、美浦トレセンの周辺牧場に
おけるゲタウイルスワクチンの接種率が低いこと
が問題として考えられたため、接種率の向上を目
的としてワクチン接種費用の補助制度を導入した
ことを紹介した。
　ゲタウイルスに関する研究の潮流を振り返ると
二回のピーク時期がある。一回目は日本の馬や豚
で流行が起きた1970年代～1980年代、二回目は
上述した2014年の流行から現在までの期間で、こ
れらの時期に多くの論文が発表されている。一方、
1990年代～2000年代には流行が見られなかった
ことから、国内外の研究者や臨床獣医師で本症に
注目する者は少なく、馬や豚の産業における潜在
的リスクとしての認識も薄かったと言える。こう
して研究が一時期途絶えたことにより、ウイルス
の環境中の循環や、地域間の移動がどのようにし
て起こるのかといった、ゲタウイルスの基本的な
性質に関する情報が欠如している。一方中国では、
近年蚊からゲタウイルスを分離した報告が多くの
地域でなされており、2017年には豚農場における
大規模な被害が確認されている。最新の論文によ
ると、中国国内でキツネがゲタウイルスの感染に
よって死亡しており、ゲタウイルスに関する研究
はここへ来て新たな局面を迎えていると言える。
中国では馬ゲタウイルス感染症の発生報告はまだ
ないが、ウイルスは中国の各地に存在することか
ら、いつ発生があっても不思議ではない。Dr. Zhe 
Huを始め、複数の中国人研究者に馬ゲタウイルス
感染症の発生がないか問うてみたが、現時点では
そのような情報はないとのことであった。
　本発表後に多くの研究者から質問を受け、自身
の国で疫学調査を行いたいとの話も複数聞かれた

ことから、筆者の発表の目的は達せられたように
感じる。今後各国でゲタウイルスに関する情報が
蓄積され、我々が本症の制御に向けた施策を執る
上で有益な知見が得られることが期待される。

　馬感染症に関する最後の演題は、媾疫トリパノ
ソーマに関するもので、Dr. Keisuke Suganumaが
モンゴルでの疫学調査結果等を発表した。アジア・
アフリカ諸国で継続的に流行が見られる本症は、
生殖器官の浮腫や潰瘍から始まる馬の慢性感染症
で、致死率が50％以上と高いため流行地では経済
的被害が大きい。Dr. Suganumaによるとモンゴル
の馬における感染率は5％程度で、年間1000万ド
ル以上の損失が出ているとのことであった。
　Dr. Suganumaの所属する帯広畜産大学原虫病
研究センター（原虫研）は、筆者が大学院時代を過
ごした母校である。本学会には原虫研に過去に在
籍した研究者が多く招かれていたが、これは筆者
の大学院同期生であり学会主催者の一員である

Dr. Jia Honglin（ハルビン獣医学研究所）が企画し
たことによる。彼らの現所属は、中国のハルビンお
よび上海獣医学研究所、浙江大学、ケニアのナイロ
ビ大学、南アフリカのノースウェスト大学、ザンビ
アのザンビア大学で、原虫研で博士号を取得した
後に母国へ帰り、感染症の研究を第一線で続けて
いる。最後に会ってから10年以上が経っており、

それぞれ立場や研究対象もかつてとは異なるが、
本学会では旧交を温め互いの活躍を讃えあう良い
時間を過ごすことができた。また、学会初日には原
虫研出身者の一人であるDr. Liao Minが勤務する
浙江大学獣医学部の研究施設を見学させていただ
いた。獣医学部を持つ大学は中国国内に60以上あ
るそうで、Dr. Minによると浙江大学はその中でも
トップレベルとのことであった。Dr. Minの研究室
は主に家禽のウイルス感染症の診断や疫学調査を
主に行っている。

所感
　本学会には、私の友人でハルビン獣医学研究所
のDr. Jia Honglinから招待を受けて行ってまいり
ました。馬感染症研究のエキスパートとして招待
され、このような国際連携の場で一定の貢献がで
きたことを誇りに感じますとともに、今回得られ
た情報や各国研究者との繋がりを今後の研究業務
に活かして参りたいと存じます。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

西湖の風景 学会会場の金渓山荘
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

　令和元年5月21日から24日まで中華人民共和国
で行われた、Conference on Cooperation and 
Collaboration on Prevention and Control of 
Animal Diseasesに参加したので、その概要を報告
する。
　本会議は中国科学技術庁が掲げる一帯一路プロ
ジェクトの一環として、ハルビン獣医学研究所と
中国免疫学会の共催により浙江省杭州市で開かれ
た。国境を越えて広がりを見せる様々な家畜感染
症の制御のためには近接する諸外国との連携が欠
かせないことから、国際的に活躍する研究者の情
報交換を目的として開かれたものである。5月21
日～23日の3日間、ホストの中国を含め16ヶ国か
ら約40名が参加して、家畜感染症の診断、疫学、免
疫学に関する最新の知見や、感染症制御に向けた
各国の取組みについて演題が発表された。日本か
らは筆者の他、帯広畜産大学原虫病研究センター
助教のDr. Keisuke Suganumaが招待された。また、
筆者が2016年～2017年にオーストラリアのメル

ボルン大学に滞在した際にお世話になったProf. 
Glenn Browningも参加していた。杭州は紀元前の
漢王朝の時代からシルクの産地として栄えた街
で、美しい西湖のほとりに歴史的な建造物を多く
残す中国浙江省の一大観光地である。会場の金渓
山荘は西湖西端の島に建てられたホテルで、周囲
を豊かな森と湖に囲まれた静かな環境であった。
休憩時間を利用して周囲を散策するなど、筆者を
含め参加者は皆リラックスした雰囲気で学会に臨
んだ。
　ハルビン獣医学研究所を中心として進められて
いる一帯一路プロジェクトでは、同研究所とイン
ドネシアの獣医大学との間で疫学監視体制の構築
に関する学術協定が昨年結ばれ、本学会にも同国
から数名の研究者が参加していた。また、本学会に
先立ってパキスタンの獣医大学との間にも同様の
協定が結ばれたようである。このように中国は豊
富な研究資源や資金を使って諸外国との学術連携
に注力しており、アジアにおける獣医感染症研究

のリーダーシップを取ろうという意気込みが垣間
見える。中国は広大な国土を抱え、多くの国と国境
を接するため、疾病の制御や疫学監視に困難な点
が多くある。こうした状況は他のアジア諸国につ
いても同様で、島国であるが故に感染症の侵入機
会が少ない日本とは対照的である。特に、昨年中国
で発生したアフリカ豚コレラや、従前からアジア
諸国で継続的に発生している口蹄疫など、経済的
に大きな被害をもたらす越境感染症が多く存在す
るため、本学会のような情報交換の場や研究の連
携に向けた取り組みが持つ意義は非常に大きい。
牛、豚、鶏の感染症に関する演題が多く、馬に特化
した演題は筆者のものを含め3題だけであった
が、発表以外の場も含め諸外国の研究者と有意義
な情報交換ができた。特にハルビン獣医学研究所
で馬のウイルス感染症を研究しているDr. Zhe Hu
から、馬伝染性貧血の診断法に関して多くの情報
を得ることができた。以下に同女史の発表の概要
を示す。

◯The development of competitive ELISA for 
detection of the antibodies against EIAV
（馬伝染性貧血ウイルスに対する抗体を検出する
competitive ELISA法の開発）

Dr. Zhe Hu（ハルビン獣医学研究所）
　現在中国の多くの省において馬伝染性貧血

（EIA）の発生はなく、ほぼ清浄化されたと考えられ
ているが、新疆ウイグル自治区では僅かながら抗
体陽性馬の摘発が続いている。OIEのnotifiable 
diseaseに名を連ねる本症に罹患した馬は中国に
おいても殺処分の対象であり、血清的学診断の
ゴールドスタンダードは寒天ゲル内沈降法

（AGID）である。一方、継続的に多くの検体を用い
て疫学監視を行うためには、高感度かつ効率的な
スクリーニング法が必要で、本研究で演者らはモ
ノクローナル抗体を用いたcompetitive ELISA法を
開発した。同法は、ウイルスの主要な抗原である
p26蛋白質の抗原エピトープを認識する抗体をプ
レートに固相化し、そこに組換えp26蛋白質とあ
らかじめ反応させた被検血清を加え、血清中の抗
体の有無をモノクローナル抗体とp26蛋白質との
反応の阻害率で評価するものである。EIAウイルス

に対する市販の陽性血清および実験感染馬の陽性
血清を用いた検討では、competitive ELISA法は
IDEXX社製のELISAキットよりも高い感度を有す
ることが示された。また、実験感染馬の血清中に
は、AGIDでは陰性だがcompetitive ELISAで陽性と
なるものもあった。それらはWestern blot法によ
る確認検査で陽性だったことから、competitive 
ELISA法の感度はAGIDよりも高い可能性がある。
しかし演者らがAGIDで用いた抗原は自作の組換
えp26蛋白質であるため、同法の感度がELISA法よ
り劣るとすれば抗原の質的問題である可能性も否
定できない。
　演者らによって開発されたcompetitive ELISA法
は既に中国で診断薬として承認を受けており、香
港ジョッキークラブやいくつかの国でEIAのスク
リーニング検査に使われている。一般的にELISA法
の特徴として、高い感度を有する一方で特異度が
低い懸念があるため、同法で偽陽性がどのくらい
生じるか問うてみたが、演者らの経験では「あまり
ない」という曖昧な回答であった。実際にスクリー
ニング検査で陽性だったものについては、AGIDと
Western blot法による確認検査が行われるそうな
ので、ELISA法の用途はあくまでもスクリーニング
検査ということになる。いずれにせよ高感度で他
検体処理が可能な同法は非常に有用であり、可能
ならば日本でも入手してその精度を検証してみた
いものである。なお、本演題を発表したDr. Zhe Hu
の所属するハルビン獣医学研究所はEIAの診断に
関するOIEリファレンスラボである。

　筆者からは本会美浦トレセンで発生のあったゲ
タウイルスについて以下の総説を発表した。
◯Outbreaks of Getah virus infection among 
racehorses in Japan: Lessons and research 
trends
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の発
生：流行から得た教訓と研究のトレンドについて）

Dr. Hiroshi Bannai（競走馬総合研究所）
　筆者はこれまでにも国内外のいくつかの学会で
ゲタウイルス感染症についての講演を行ってき
た。今回の発表ではウイルスが存在すると考えら
れるアジア諸国の研究者に注意を促し、ゲタウイ

ルスに関する研究を発展させることを目的とし
て、我々が経験した一連の流行の発生状況と原因
について包括的な考察を発表した。主なポイント
として以下の3点を挙げた。①流行を起こしたウ
イルスが2012年あたりに大陸から日本に侵入し
て、美浦トレセン近辺では2014年以降豚と馬の両
方でウイルスが循環していたこと。②現行のワク
チンは流行株に対しても十分効果があること。③
トレセンの馬群の中にはワクチンが未完了でゲタ
ウイルスに感受性の高い馬がいたこと。そして特
に①と③に関連して、美浦トレセンの周辺牧場に
おけるゲタウイルスワクチンの接種率が低いこと
が問題として考えられたため、接種率の向上を目
的としてワクチン接種費用の補助制度を導入した
ことを紹介した。
　ゲタウイルスに関する研究の潮流を振り返ると
二回のピーク時期がある。一回目は日本の馬や豚
で流行が起きた1970年代～1980年代、二回目は
上述した2014年の流行から現在までの期間で、こ
れらの時期に多くの論文が発表されている。一方、
1990年代～2000年代には流行が見られなかった
ことから、国内外の研究者や臨床獣医師で本症に
注目する者は少なく、馬や豚の産業における潜在
的リスクとしての認識も薄かったと言える。こう
して研究が一時期途絶えたことにより、ウイルス
の環境中の循環や、地域間の移動がどのようにし
て起こるのかといった、ゲタウイルスの基本的な
性質に関する情報が欠如している。一方中国では、
近年蚊からゲタウイルスを分離した報告が多くの
地域でなされており、2017年には豚農場における
大規模な被害が確認されている。最新の論文によ
ると、中国国内でキツネがゲタウイルスの感染に
よって死亡しており、ゲタウイルスに関する研究
はここへ来て新たな局面を迎えていると言える。
中国では馬ゲタウイルス感染症の発生報告はまだ
ないが、ウイルスは中国の各地に存在することか
ら、いつ発生があっても不思議ではない。Dr. Zhe 
Huを始め、複数の中国人研究者に馬ゲタウイルス
感染症の発生がないか問うてみたが、現時点では
そのような情報はないとのことであった。
　本発表後に多くの研究者から質問を受け、自身
の国で疫学調査を行いたいとの話も複数聞かれた

ことから、筆者の発表の目的は達せられたように
感じる。今後各国でゲタウイルスに関する情報が
蓄積され、我々が本症の制御に向けた施策を執る
上で有益な知見が得られることが期待される。

　馬感染症に関する最後の演題は、媾疫トリパノ
ソーマに関するもので、Dr. Keisuke Suganumaが
モンゴルでの疫学調査結果等を発表した。アジア・
アフリカ諸国で継続的に流行が見られる本症は、
生殖器官の浮腫や潰瘍から始まる馬の慢性感染症
で、致死率が50％以上と高いため流行地では経済
的被害が大きい。Dr. Suganumaによるとモンゴル
の馬における感染率は5％程度で、年間1000万ド
ル以上の損失が出ているとのことであった。
　Dr. Suganumaの所属する帯広畜産大学原虫病
研究センター（原虫研）は、筆者が大学院時代を過
ごした母校である。本学会には原虫研に過去に在
籍した研究者が多く招かれていたが、これは筆者
の大学院同期生であり学会主催者の一員である

Dr. Jia Honglin（ハルビン獣医学研究所）が企画し
たことによる。彼らの現所属は、中国のハルビンお
よび上海獣医学研究所、浙江大学、ケニアのナイロ
ビ大学、南アフリカのノースウェスト大学、ザンビ
アのザンビア大学で、原虫研で博士号を取得した
後に母国へ帰り、感染症の研究を第一線で続けて
いる。最後に会ってから10年以上が経っており、

それぞれ立場や研究対象もかつてとは異なるが、
本学会では旧交を温め互いの活躍を讃えあう良い
時間を過ごすことができた。また、学会初日には原
虫研出身者の一人であるDr. Liao Minが勤務する
浙江大学獣医学部の研究施設を見学させていただ
いた。獣医学部を持つ大学は中国国内に60以上あ
るそうで、Dr. Minによると浙江大学はその中でも
トップレベルとのことであった。Dr. Minの研究室
は主に家禽のウイルス感染症の診断や疫学調査を
主に行っている。

所感
　本学会には、私の友人でハルビン獣医学研究所
のDr. Jia Honglinから招待を受けて行ってまいり
ました。馬感染症研究のエキスパートとして招待
され、このような国際連携の場で一定の貢献がで
きたことを誇りに感じますとともに、今回得られ
た情報や各国研究者との繋がりを今後の研究業務
に活かして参りたいと存じます。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

　令和元年5月21日から24日まで中華人民共和国
で行われた、Conference on Cooperation and 
Collaboration on Prevention and Control of 
Animal Diseasesに参加したので、その概要を報告
する。
　本会議は中国科学技術庁が掲げる一帯一路プロ
ジェクトの一環として、ハルビン獣医学研究所と
中国免疫学会の共催により浙江省杭州市で開かれ
た。国境を越えて広がりを見せる様々な家畜感染
症の制御のためには近接する諸外国との連携が欠
かせないことから、国際的に活躍する研究者の情
報交換を目的として開かれたものである。5月21
日～23日の3日間、ホストの中国を含め16ヶ国か
ら約40名が参加して、家畜感染症の診断、疫学、免
疫学に関する最新の知見や、感染症制御に向けた
各国の取組みについて演題が発表された。日本か
らは筆者の他、帯広畜産大学原虫病研究センター
助教のDr. Keisuke Suganumaが招待された。また、
筆者が2016年～2017年にオーストラリアのメル

ボルン大学に滞在した際にお世話になったProf. 
Glenn Browningも参加していた。杭州は紀元前の
漢王朝の時代からシルクの産地として栄えた街
で、美しい西湖のほとりに歴史的な建造物を多く
残す中国浙江省の一大観光地である。会場の金渓
山荘は西湖西端の島に建てられたホテルで、周囲
を豊かな森と湖に囲まれた静かな環境であった。
休憩時間を利用して周囲を散策するなど、筆者を
含め参加者は皆リラックスした雰囲気で学会に臨
んだ。
　ハルビン獣医学研究所を中心として進められて
いる一帯一路プロジェクトでは、同研究所とイン
ドネシアの獣医大学との間で疫学監視体制の構築
に関する学術協定が昨年結ばれ、本学会にも同国
から数名の研究者が参加していた。また、本学会に
先立ってパキスタンの獣医大学との間にも同様の
協定が結ばれたようである。このように中国は豊
富な研究資源や資金を使って諸外国との学術連携
に注力しており、アジアにおける獣医感染症研究

のリーダーシップを取ろうという意気込みが垣間
見える。中国は広大な国土を抱え、多くの国と国境
を接するため、疾病の制御や疫学監視に困難な点
が多くある。こうした状況は他のアジア諸国につ
いても同様で、島国であるが故に感染症の侵入機
会が少ない日本とは対照的である。特に、昨年中国
で発生したアフリカ豚コレラや、従前からアジア
諸国で継続的に発生している口蹄疫など、経済的
に大きな被害をもたらす越境感染症が多く存在す
るため、本学会のような情報交換の場や研究の連
携に向けた取り組みが持つ意義は非常に大きい。
牛、豚、鶏の感染症に関する演題が多く、馬に特化
した演題は筆者のものを含め3題だけであった
が、発表以外の場も含め諸外国の研究者と有意義
な情報交換ができた。特にハルビン獣医学研究所
で馬のウイルス感染症を研究しているDr. Zhe Hu
から、馬伝染性貧血の診断法に関して多くの情報
を得ることができた。以下に同女史の発表の概要
を示す。

◯The development of competitive ELISA for 
detection of the antibodies against EIAV
（馬伝染性貧血ウイルスに対する抗体を検出する
competitive ELISA法の開発）

Dr. Zhe Hu（ハルビン獣医学研究所）
　現在中国の多くの省において馬伝染性貧血

（EIA）の発生はなく、ほぼ清浄化されたと考えられ
ているが、新疆ウイグル自治区では僅かながら抗
体陽性馬の摘発が続いている。OIEのnotifiable 
diseaseに名を連ねる本症に罹患した馬は中国に
おいても殺処分の対象であり、血清的学診断の
ゴールドスタンダードは寒天ゲル内沈降法

（AGID）である。一方、継続的に多くの検体を用い
て疫学監視を行うためには、高感度かつ効率的な
スクリーニング法が必要で、本研究で演者らはモ
ノクローナル抗体を用いたcompetitive ELISA法を
開発した。同法は、ウイルスの主要な抗原である
p26蛋白質の抗原エピトープを認識する抗体をプ
レートに固相化し、そこに組換えp26蛋白質とあ
らかじめ反応させた被検血清を加え、血清中の抗
体の有無をモノクローナル抗体とp26蛋白質との
反応の阻害率で評価するものである。EIAウイルス

に対する市販の陽性血清および実験感染馬の陽性
血清を用いた検討では、competitive ELISA法は
IDEXX社製のELISAキットよりも高い感度を有す
ることが示された。また、実験感染馬の血清中に
は、AGIDでは陰性だがcompetitive ELISAで陽性と
なるものもあった。それらはWestern blot法によ
る確認検査で陽性だったことから、competitive 
ELISA法の感度はAGIDよりも高い可能性がある。
しかし演者らがAGIDで用いた抗原は自作の組換
えp26蛋白質であるため、同法の感度がELISA法よ
り劣るとすれば抗原の質的問題である可能性も否
定できない。
　演者らによって開発されたcompetitive ELISA法
は既に中国で診断薬として承認を受けており、香
港ジョッキークラブやいくつかの国でEIAのスク
リーニング検査に使われている。一般的にELISA法
の特徴として、高い感度を有する一方で特異度が
低い懸念があるため、同法で偽陽性がどのくらい
生じるか問うてみたが、演者らの経験では「あまり
ない」という曖昧な回答であった。実際にスクリー
ニング検査で陽性だったものについては、AGIDと
Western blot法による確認検査が行われるそうな
ので、ELISA法の用途はあくまでもスクリーニング
検査ということになる。いずれにせよ高感度で他
検体処理が可能な同法は非常に有用であり、可能
ならば日本でも入手してその精度を検証してみた
いものである。なお、本演題を発表したDr. Zhe Hu
の所属するハルビン獣医学研究所はEIAの診断に
関するOIEリファレンスラボである。

　筆者からは本会美浦トレセンで発生のあったゲ
タウイルスについて以下の総説を発表した。
◯Outbreaks of Getah virus infection among 
racehorses in Japan: Lessons and research 
trends
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の発
生：流行から得た教訓と研究のトレンドについて）

Dr. Hiroshi Bannai（競走馬総合研究所）
　筆者はこれまでにも国内外のいくつかの学会で
ゲタウイルス感染症についての講演を行ってき
た。今回の発表ではウイルスが存在すると考えら
れるアジア諸国の研究者に注意を促し、ゲタウイ

ルスに関する研究を発展させることを目的とし
て、我々が経験した一連の流行の発生状況と原因
について包括的な考察を発表した。主なポイント
として以下の3点を挙げた。①流行を起こしたウ
イルスが2012年あたりに大陸から日本に侵入し
て、美浦トレセン近辺では2014年以降豚と馬の両
方でウイルスが循環していたこと。②現行のワク
チンは流行株に対しても十分効果があること。③
トレセンの馬群の中にはワクチンが未完了でゲタ
ウイルスに感受性の高い馬がいたこと。そして特
に①と③に関連して、美浦トレセンの周辺牧場に
おけるゲタウイルスワクチンの接種率が低いこと
が問題として考えられたため、接種率の向上を目
的としてワクチン接種費用の補助制度を導入した
ことを紹介した。
　ゲタウイルスに関する研究の潮流を振り返ると
二回のピーク時期がある。一回目は日本の馬や豚
で流行が起きた1970年代～1980年代、二回目は
上述した2014年の流行から現在までの期間で、こ
れらの時期に多くの論文が発表されている。一方、
1990年代～2000年代には流行が見られなかった
ことから、国内外の研究者や臨床獣医師で本症に
注目する者は少なく、馬や豚の産業における潜在
的リスクとしての認識も薄かったと言える。こう
して研究が一時期途絶えたことにより、ウイルス
の環境中の循環や、地域間の移動がどのようにし
て起こるのかといった、ゲタウイルスの基本的な
性質に関する情報が欠如している。一方中国では、
近年蚊からゲタウイルスを分離した報告が多くの
地域でなされており、2017年には豚農場における
大規模な被害が確認されている。最新の論文によ
ると、中国国内でキツネがゲタウイルスの感染に
よって死亡しており、ゲタウイルスに関する研究
はここへ来て新たな局面を迎えていると言える。
中国では馬ゲタウイルス感染症の発生報告はまだ
ないが、ウイルスは中国の各地に存在することか
ら、いつ発生があっても不思議ではない。Dr. Zhe 
Huを始め、複数の中国人研究者に馬ゲタウイルス
感染症の発生がないか問うてみたが、現時点では
そのような情報はないとのことであった。
　本発表後に多くの研究者から質問を受け、自身
の国で疫学調査を行いたいとの話も複数聞かれた

ことから、筆者の発表の目的は達せられたように
感じる。今後各国でゲタウイルスに関する情報が
蓄積され、我々が本症の制御に向けた施策を執る
上で有益な知見が得られることが期待される。

　馬感染症に関する最後の演題は、媾疫トリパノ
ソーマに関するもので、Dr. Keisuke Suganumaが
モンゴルでの疫学調査結果等を発表した。アジア・
アフリカ諸国で継続的に流行が見られる本症は、
生殖器官の浮腫や潰瘍から始まる馬の慢性感染症
で、致死率が50％以上と高いため流行地では経済
的被害が大きい。Dr. Suganumaによるとモンゴル
の馬における感染率は5％程度で、年間1000万ド
ル以上の損失が出ているとのことであった。
　Dr. Suganumaの所属する帯広畜産大学原虫病
研究センター（原虫研）は、筆者が大学院時代を過
ごした母校である。本学会には原虫研に過去に在
籍した研究者が多く招かれていたが、これは筆者
の大学院同期生であり学会主催者の一員である

Dr. Jia Honglin（ハルビン獣医学研究所）が企画し
たことによる。彼らの現所属は、中国のハルビンお
よび上海獣医学研究所、浙江大学、ケニアのナイロ
ビ大学、南アフリカのノースウェスト大学、ザンビ
アのザンビア大学で、原虫研で博士号を取得した
後に母国へ帰り、感染症の研究を第一線で続けて
いる。最後に会ってから10年以上が経っており、

それぞれ立場や研究対象もかつてとは異なるが、
本学会では旧交を温め互いの活躍を讃えあう良い
時間を過ごすことができた。また、学会初日には原
虫研出身者の一人であるDr. Liao Minが勤務する
浙江大学獣医学部の研究施設を見学させていただ
いた。獣医学部を持つ大学は中国国内に60以上あ
るそうで、Dr. Minによると浙江大学はその中でも
トップレベルとのことであった。Dr. Minの研究室
は主に家禽のウイルス感染症の診断や疫学調査を
主に行っている。

所感
　本学会には、私の友人でハルビン獣医学研究所
のDr. Jia Honglinから招待を受けて行ってまいり
ました。馬感染症研究のエキスパートとして招待
され、このような国際連携の場で一定の貢献がで
きたことを誇りに感じますとともに、今回得られ
た情報や各国研究者との繋がりを今後の研究業務
に活かして参りたいと存じます。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。 ゲタウイルス感染症について発表する筆者

質疑に応じるDr. Zhe Hu（中央）と筆者（右）



（325）

　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

　令和元年5月21日から24日まで中華人民共和国
で行われた、Conference on Cooperation and 
Collaboration on Prevention and Control of 
Animal Diseasesに参加したので、その概要を報告
する。
　本会議は中国科学技術庁が掲げる一帯一路プロ
ジェクトの一環として、ハルビン獣医学研究所と
中国免疫学会の共催により浙江省杭州市で開かれ
た。国境を越えて広がりを見せる様々な家畜感染
症の制御のためには近接する諸外国との連携が欠
かせないことから、国際的に活躍する研究者の情
報交換を目的として開かれたものである。5月21
日～23日の3日間、ホストの中国を含め16ヶ国か
ら約40名が参加して、家畜感染症の診断、疫学、免
疫学に関する最新の知見や、感染症制御に向けた
各国の取組みについて演題が発表された。日本か
らは筆者の他、帯広畜産大学原虫病研究センター
助教のDr. Keisuke Suganumaが招待された。また、
筆者が2016年～2017年にオーストラリアのメル

ボルン大学に滞在した際にお世話になったProf. 
Glenn Browningも参加していた。杭州は紀元前の
漢王朝の時代からシルクの産地として栄えた街
で、美しい西湖のほとりに歴史的な建造物を多く
残す中国浙江省の一大観光地である。会場の金渓
山荘は西湖西端の島に建てられたホテルで、周囲
を豊かな森と湖に囲まれた静かな環境であった。
休憩時間を利用して周囲を散策するなど、筆者を
含め参加者は皆リラックスした雰囲気で学会に臨
んだ。
　ハルビン獣医学研究所を中心として進められて
いる一帯一路プロジェクトでは、同研究所とイン
ドネシアの獣医大学との間で疫学監視体制の構築
に関する学術協定が昨年結ばれ、本学会にも同国
から数名の研究者が参加していた。また、本学会に
先立ってパキスタンの獣医大学との間にも同様の
協定が結ばれたようである。このように中国は豊
富な研究資源や資金を使って諸外国との学術連携
に注力しており、アジアにおける獣医感染症研究

のリーダーシップを取ろうという意気込みが垣間
見える。中国は広大な国土を抱え、多くの国と国境
を接するため、疾病の制御や疫学監視に困難な点
が多くある。こうした状況は他のアジア諸国につ
いても同様で、島国であるが故に感染症の侵入機
会が少ない日本とは対照的である。特に、昨年中国
で発生したアフリカ豚コレラや、従前からアジア
諸国で継続的に発生している口蹄疫など、経済的
に大きな被害をもたらす越境感染症が多く存在す
るため、本学会のような情報交換の場や研究の連
携に向けた取り組みが持つ意義は非常に大きい。
牛、豚、鶏の感染症に関する演題が多く、馬に特化
した演題は筆者のものを含め3題だけであった
が、発表以外の場も含め諸外国の研究者と有意義
な情報交換ができた。特にハルビン獣医学研究所
で馬のウイルス感染症を研究しているDr. Zhe Hu
から、馬伝染性貧血の診断法に関して多くの情報
を得ることができた。以下に同女史の発表の概要
を示す。

◯The development of competitive ELISA for 
detection of the antibodies against EIAV
（馬伝染性貧血ウイルスに対する抗体を検出する
competitive ELISA法の開発）

Dr. Zhe Hu（ハルビン獣医学研究所）
　現在中国の多くの省において馬伝染性貧血

（EIA）の発生はなく、ほぼ清浄化されたと考えられ
ているが、新疆ウイグル自治区では僅かながら抗
体陽性馬の摘発が続いている。OIEのnotifiable 
diseaseに名を連ねる本症に罹患した馬は中国に
おいても殺処分の対象であり、血清的学診断の
ゴールドスタンダードは寒天ゲル内沈降法

（AGID）である。一方、継続的に多くの検体を用い
て疫学監視を行うためには、高感度かつ効率的な
スクリーニング法が必要で、本研究で演者らはモ
ノクローナル抗体を用いたcompetitive ELISA法を
開発した。同法は、ウイルスの主要な抗原である
p26蛋白質の抗原エピトープを認識する抗体をプ
レートに固相化し、そこに組換えp26蛋白質とあ
らかじめ反応させた被検血清を加え、血清中の抗
体の有無をモノクローナル抗体とp26蛋白質との
反応の阻害率で評価するものである。EIAウイルス

に対する市販の陽性血清および実験感染馬の陽性
血清を用いた検討では、competitive ELISA法は
IDEXX社製のELISAキットよりも高い感度を有す
ることが示された。また、実験感染馬の血清中に
は、AGIDでは陰性だがcompetitive ELISAで陽性と
なるものもあった。それらはWestern blot法によ
る確認検査で陽性だったことから、competitive 
ELISA法の感度はAGIDよりも高い可能性がある。
しかし演者らがAGIDで用いた抗原は自作の組換
えp26蛋白質であるため、同法の感度がELISA法よ
り劣るとすれば抗原の質的問題である可能性も否
定できない。
　演者らによって開発されたcompetitive ELISA法
は既に中国で診断薬として承認を受けており、香
港ジョッキークラブやいくつかの国でEIAのスク
リーニング検査に使われている。一般的にELISA法
の特徴として、高い感度を有する一方で特異度が
低い懸念があるため、同法で偽陽性がどのくらい
生じるか問うてみたが、演者らの経験では「あまり
ない」という曖昧な回答であった。実際にスクリー
ニング検査で陽性だったものについては、AGIDと
Western blot法による確認検査が行われるそうな
ので、ELISA法の用途はあくまでもスクリーニング
検査ということになる。いずれにせよ高感度で他
検体処理が可能な同法は非常に有用であり、可能
ならば日本でも入手してその精度を検証してみた
いものである。なお、本演題を発表したDr. Zhe Hu
の所属するハルビン獣医学研究所はEIAの診断に
関するOIEリファレンスラボである。

　筆者からは本会美浦トレセンで発生のあったゲ
タウイルスについて以下の総説を発表した。
◯Outbreaks of Getah virus infection among 
racehorses in Japan: Lessons and research 
trends
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の発
生：流行から得た教訓と研究のトレンドについて）

Dr. Hiroshi Bannai（競走馬総合研究所）
　筆者はこれまでにも国内外のいくつかの学会で
ゲタウイルス感染症についての講演を行ってき
た。今回の発表ではウイルスが存在すると考えら
れるアジア諸国の研究者に注意を促し、ゲタウイ

ルスに関する研究を発展させることを目的とし
て、我々が経験した一連の流行の発生状況と原因
について包括的な考察を発表した。主なポイント
として以下の3点を挙げた。①流行を起こしたウ
イルスが2012年あたりに大陸から日本に侵入し
て、美浦トレセン近辺では2014年以降豚と馬の両
方でウイルスが循環していたこと。②現行のワク
チンは流行株に対しても十分効果があること。③
トレセンの馬群の中にはワクチンが未完了でゲタ
ウイルスに感受性の高い馬がいたこと。そして特
に①と③に関連して、美浦トレセンの周辺牧場に
おけるゲタウイルスワクチンの接種率が低いこと
が問題として考えられたため、接種率の向上を目
的としてワクチン接種費用の補助制度を導入した
ことを紹介した。
　ゲタウイルスに関する研究の潮流を振り返ると
二回のピーク時期がある。一回目は日本の馬や豚
で流行が起きた1970年代～1980年代、二回目は
上述した2014年の流行から現在までの期間で、こ
れらの時期に多くの論文が発表されている。一方、
1990年代～2000年代には流行が見られなかった
ことから、国内外の研究者や臨床獣医師で本症に
注目する者は少なく、馬や豚の産業における潜在
的リスクとしての認識も薄かったと言える。こう
して研究が一時期途絶えたことにより、ウイルス
の環境中の循環や、地域間の移動がどのようにし
て起こるのかといった、ゲタウイルスの基本的な
性質に関する情報が欠如している。一方中国では、
近年蚊からゲタウイルスを分離した報告が多くの
地域でなされており、2017年には豚農場における
大規模な被害が確認されている。最新の論文によ
ると、中国国内でキツネがゲタウイルスの感染に
よって死亡しており、ゲタウイルスに関する研究
はここへ来て新たな局面を迎えていると言える。
中国では馬ゲタウイルス感染症の発生報告はまだ
ないが、ウイルスは中国の各地に存在することか
ら、いつ発生があっても不思議ではない。Dr. Zhe 
Huを始め、複数の中国人研究者に馬ゲタウイルス
感染症の発生がないか問うてみたが、現時点では
そのような情報はないとのことであった。
　本発表後に多くの研究者から質問を受け、自身
の国で疫学調査を行いたいとの話も複数聞かれた

ことから、筆者の発表の目的は達せられたように
感じる。今後各国でゲタウイルスに関する情報が
蓄積され、我々が本症の制御に向けた施策を執る
上で有益な知見が得られることが期待される。

　馬感染症に関する最後の演題は、媾疫トリパノ
ソーマに関するもので、Dr. Keisuke Suganumaが
モンゴルでの疫学調査結果等を発表した。アジア・
アフリカ諸国で継続的に流行が見られる本症は、
生殖器官の浮腫や潰瘍から始まる馬の慢性感染症
で、致死率が50％以上と高いため流行地では経済
的被害が大きい。Dr. Suganumaによるとモンゴル
の馬における感染率は5％程度で、年間1000万ド
ル以上の損失が出ているとのことであった。
　Dr. Suganumaの所属する帯広畜産大学原虫病
研究センター（原虫研）は、筆者が大学院時代を過
ごした母校である。本学会には原虫研に過去に在
籍した研究者が多く招かれていたが、これは筆者
の大学院同期生であり学会主催者の一員である

Dr. Jia Honglin（ハルビン獣医学研究所）が企画し
たことによる。彼らの現所属は、中国のハルビンお
よび上海獣医学研究所、浙江大学、ケニアのナイロ
ビ大学、南アフリカのノースウェスト大学、ザンビ
アのザンビア大学で、原虫研で博士号を取得した
後に母国へ帰り、感染症の研究を第一線で続けて
いる。最後に会ってから10年以上が経っており、

それぞれ立場や研究対象もかつてとは異なるが、
本学会では旧交を温め互いの活躍を讃えあう良い
時間を過ごすことができた。また、学会初日には原
虫研出身者の一人であるDr. Liao Minが勤務する
浙江大学獣医学部の研究施設を見学させていただ
いた。獣医学部を持つ大学は中国国内に60以上あ
るそうで、Dr. Minによると浙江大学はその中でも
トップレベルとのことであった。Dr. Minの研究室
は主に家禽のウイルス感染症の診断や疫学調査を
主に行っている。

所感
　本学会には、私の友人でハルビン獣医学研究所
のDr. Jia Honglinから招待を受けて行ってまいり
ました。馬感染症研究のエキスパートとして招待
され、このような国際連携の場で一定の貢献がで
きたことを誇りに感じますとともに、今回得られ
た情報や各国研究者との繋がりを今後の研究業務
に活かして参りたいと存じます。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

帯広畜産大学原虫研の出身者。右から二人目が筆者
を招待してくれたDr. Jia Honglin。
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　平成31年1月22日から1月28日までオランダ王
国に出張し、アムステルダムで開催されたUTC技
術講習会および第15回Veterinary Sport Horse 
Congressに参加し、UTC検査方法の技術を習得す
るとともに、浅屈腱炎発症例に関する発表および
腱・靱帯傷害に関する基礎研究および臨床学的治
療法について最新情報を聴講して参りましたの
で、その概要を報告します。
 
開催地および会場
　今回のUTC技術講習会および第15回Veterinary 
Sport Horse Congress(VSHS)は、オランダのアム
ステルダムで開催された(図1)。アムステルダムは

オランダの首都であり、同国最大の都市として発
展してきた。多数の歴史的建造物、美術館および博
物館などが所在し、空港、バス、鉄道、地下鉄および
トラムなどの交通網が整備されているため、年間
を通して数多くの観光客が訪れている。また、アム
ステルダム大学をはじめ、同国の主要な研究機関
が集中し、大規模なコンベンションセンターがあ
るため、国際学会や展示会が頻繁に開催されてい
る。
　会場となったRAIアムステルダムはオランダに
おける最大規模の展示会場であり、多人数を収容
できるホールや会議場を備えている複合施設であ
る(図2)。そのうち一つの会議場がUTC技術講習会
の会場として、また収容人数が500名程度の大ホー
ルがVSHSの学会会場として使用された(図3)。会
場隣の企業ブースでは、馬具や治療・検査器具およ
び飼料などが多く展示されていた(図4)。

UTC技術講習会概要
　近年開発された超音波検査装置であるUTCは、
生体のままウマ腱組織を三次元的に評価すること
が可能である。UTCという商品名は、超音波を用い

海 外 報 告

USA Spring Equine Acupuncture Session 2に参加して

栗東トレーニング・センター  防疫課　西岡孝之  ・  美浦トレーニング・センター  診療課　大迫敬史

1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

て組織を詳細に観察することを意味する
Ultrasound Tissue Characterizationに由来してい
る。UTCは従来の超音波検査とは全く異なる新し
い検査方法であるため、その取り扱いに関しては
専門的な知識や技術が必要とされている。UTCを
用いた正確な検査、解析および診断が達成される
ことを目的として、開発発売元であるオランダの
UTC社は技術講習会を毎年開催している。本講習
会は、UTCを使用している獣医師だけを対象とし
たユーザー会議と、VSHCに参加している一般的な
獣医師を対象としたサテライトセミナーの二つか
ら構成されている。
　ユーザー会議では、UTCの開発責任者、新規ユー
ザーおよび既存ユーザーの合計15名が参加した
(図5)。本会議に参加したUTCユーザーは、全員を
含めてUTC Familyと称され、全員が双方向に自由
に話し合える形式で会議が進められた。他の参加
者の国籍はオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマー
ク、スウェーデン、アメリカ、ブラジルであった。最
も多い診療対象は競技馬を含めた乗馬であり、他
にトロッター、ポロ、重種および競走馬であった。
開発責任者からUTCの基礎的な構造、操作方法お
よび解析方法などの検査手順が実機を用いて詳細

に説明されたが、その説明の途中においても、既存
ユーザーから臨床現場における更に効率的な手順
が提案され、その場ですぐに修正された。参加者全
員が自らの経験や得られた情報を共有して、UTC
全般の改良に取り組んでいる姿勢が見受けられ
た。
　次に、UTCを用いて診断した症例を各獣医師か
ら報告した。UTCが適正に実施されているかどう
かを確認した後、検査方法や解析方法について改
善点が指摘された。また、UTCの検査結果だけでは
なく、その症例の経過、治療方法および今後の見込
みなどに関しても症例検討会のように幅広くディ
スカッションした。判断に迷う症例や治療に反応
しない難しい症例などを供覧できたこと、またそ
の症例に対してバックグラウンドの異なる多数の
獣医師が解決策を求めて意見交換した経験は、私
にとって非常に有益であった。
　私からは現役競走馬のときに浅屈腱炎を発症
し、乗馬に転用した数年後に再び浅屈腱炎を発症
した症例を紹介した。一度目に発症した部位の瘢
痕像と、二度目に発症した部位の修復像が、複雑に
混合するため、従来の超音波検査では評価が難し
いものの、UTCを用いることによって、修復の進行
程度が判断しやすいことを示した。開発責任者か
らは、検査時における超音波焦点やアプリケー
ションの設定、適切な読影を阻害するエラー部分
(アーティファクト)について指摘を受け、改善方
法を教えて頂いた。また、本研修の主目的であった
解析方法についても丁寧に教えて頂くことができ

た。その専門的な内容は後述する。
　もう一つのサテライトセミナーは、VSHCのプロ
グラムとして組み込まれていた。VSHCは、毎年ア
ムステルダムで開催されているウマ臨床獣医師お
よび研究者を対象とした学会である。主催機関の
Provetoは獣医師の卒前および卒後教育を担う組
織であり、オランダの獣医師を対象としたプログ
ラムや学会を企画している。しかし、VSHCに関し
ては欧州各地や米国から著名な講師が数多く参加
し、発表するため、オランダ以外にもベルギー、フ
ランスおよびドイツなどからも多数の獣医師が集
まるとのことであった。実際に、15回目となる本
学会においても、会場は満席であり、魅力的な臨床
または基礎研究に関する講演(全17題)が設定され
ていた(下添プログラム参照)。
　UTC社は本学会にSilver Partnerとして協賛して
いることから、企業展示ブースへの出展およびサ
テライトセミナーの実施が認められているとのこ
とであった。ユーザー会議とは異なり、サテライト
セミナーの主目的は新規顧客の獲得である。UTC
社はオランダの企業であり、本学会に毎年出展し
ているため知名度は高く、20時から22時までのサ
テライトセミナーでは、用意された会議室に立ち
見が出るほどの盛況であった。サテライトセミ
ナー終了後の質問受付けに多数の質問が集まり、
終了時刻が23時過ぎになった程であり、大きな注
目を集めていることが理解できた(図6)。

　本セミナーでは、開発責任者と既存のUTCユー
ザーが講演し、従来の超音波検査と比較してUTC
には多数の利点があることを説明した。特に、浅屈
腱炎を発症した症例に対して、定期的にUTCを用
いることでリハビリテーション・プログラムの調
整が容易になったとする発表からは、競走馬総合
研究所リハビリテーションセンターにおいて、
UTCを効果的に利用できる可能性が考えられた。
また、UTCを所有しているヒトの医者からは、ヒト
医療の臨床現場において、アキレス腱の検査に
UTCが利用されていることが発表された。特に、体
操、バスケットボール、バレーボールおよびアメリ
カンフットボールの分野において、チームドク
ターがUTCを用いて専門的にアキレス腱を評価し
ている事例があることを多数の写真を交えて報告
していた。いずれの発表からも次世代の検査装置
としてUTCの有望な可能性を感じることができ
た。
　二つのプログラムから構成されるUTC技術講習
会に参加することによって、UTCを用いた検査手
順の全般を詳細に知ることが可能であった。特に、
紙ベースの説明書だけでは理解できない使用上の
コツや、ユーザー会議において修正された新しい
手順などについては、実際に参加しなければ得る
ことができなかったであろう。また、UTCの操作技
術や解析方法の習得に加えて、他のUTCユーザー
と顔を付き合わせて交流する機会も得られたこと
から、本技術講習会は非常に有益なものであった
と考えている。
　本技術講習会を通して、新たな課題も見つける
ことができた。現在のところ、UTCは競走馬に対す
る使用実績よりも、乗馬や競技馬に対する実績の
ほうが多い。そのため、サラブレッド種競走馬に対
するUTC検査の基礎的所見を丁寧に収集し、積み
重ねる必要があると感じた。特に、6歳以上から活
躍する競技馬やトロッターと比較して、競走馬は
かなり若い集団であるため、損傷による異常所見
なのか、生理学的な成長に伴う所見なのか、または
競走トレーニングによる能力向上に伴う所見なの
かを判断する必要があると考えられた。こうした
私の考えをUTC Familyに質問したところ、一同が

「非常に興味深い」と応じてくれた。既存ユーザー

からは、「異常所見はしっかりと区別できるはず
だ」という経験に基づいた意見を頂くと同時に、

「若く」て「高い能力」をもつ「サラブレッド種競走
馬」を「多く」検査できる環境は、非常に貴重であ
る、という認識が紹介された。また、日本の競馬環
境下において、UTCを用いた症例データがまとめ
られることに大きな期待を示していた。
　本学会には、ウマ臨床獣医師および研究者とし
て非常に高名であり、かねてから臨床医学研究室
の笠嶋室長と親交があるRoger Smith教授(Royal 
Veterinary College: 英国王立獣医大学)も講師の一
人として出席されていた。本学会において、教授は
競走馬を含めた競技馬において、画像診断が難し
い希少な症例に関する教育的講演をされていた。
また、UTCのサテライトセミナーにも出席され、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法およ
び基礎生理学的な所見などについて発表されてい

た。本学会期間中にUTCを用いた画像診断やウマ
再生医療の最新情報および互いの研究成果などを
幅広く情報共有することができたため、この点に
おいても有益であった。
　UTCは新しいモダリティとして期待されてお
り、欧米の馬診療所や研究機関を中心にして導入
が進められている。本会においても、競走馬総合研
究所リハビリテーションセンターにおける浅屈腱
炎発症例に対するリハビリテーション業務、およ
び両トレーニング・センターにおける浅屈腱炎症
例の詳細な診断につながる可能性が考えられる。
今回の技術講習において習得した技術や知識を活
かし、臨床現場におけるUTCの適正な利用が実現
できるようにするために、本検査装置を用いた基
礎的な調査研究を競走馬総合研究所において取り
組んでいきたい。

写真1　Chi Institute 本部
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

写真2　隣接された放牧場

写真3　実習場

写真4　実習風景
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

写真5　ポイントシールで経絡を確認
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

写真6　優しく鍼を挿入する

写真8　実際に鍼を挿入している場面

写真7　片方の手でhandle を持って、もう片方の手
で鍼を回しながら挿入する
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

写真9　電気クリップで挟む場所は鍼のbody 部分
の上部につなぐ
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。写真10　講師のThe scan風景

写真11　デモンストレーション風景
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

海 外 報 告

Havemeyer Workshop 2019,
Acute Equine Colitisに参加して

競走馬総合研究所  分子生物研究室　根本　学

　2019年7月14日から7月17日にカナダにおい
て、馬の急性腹症に関するワークショップ

（Havemeyer Workshop 2019, Acute Equine 
Colitis）が開催され、参加した。本ワークショップ
の目的は、現在でも約60%が原因不明、かつしばし
ば致命傷となる急性腹症の診断法および治療法の
向上のための研究を刺激することである。本ワー
クショップは、Havemeyer財団がスポンサーとな
り開催された。本財団は1979年に設立された民間
団体であり、馬の健康および福祉を向上させるた
めの研究を支援している。開催場所はオンタリオ
州ナイアガラオンザレイク（Niagara-on-the-Lake, 
Ontario, Canada）にあるPillar and the Post（図1, 
2）であり、トロント・ピアソン国際空港からバス
で約2時間であった。
　参加者は、急性腹症に関する各種研究の専門家
であり、私も含め本ワークショップの開催委員に
よって招待された臨床獣医師および研究者であっ
た。参加者は30名ほどと少人数であり、朝8:30か
ら夜のディナーまで、ほぼホテルに缶詰状態で
ワークショップが開催された。地理的な要因から
参加者の多くはカナダおよびアメリカからであっ
たが、イギリス、フランス、デンマークおよびオー
ストラリアからも各1名ずつ参加があった。アジ
アからの参加者は私1人であり、遠方からよく来
てくれたと、本ワークショップ会長のDr. Memo 
Arroyo（University of Guelph, Canada）から感謝さ
れた。このDr. Arroyoから招待を受け、私は今回の
ワークショップに参加することとなった。
　プログラム全体を通してプログラム作成委員が
力を入れたテーマは、腸内フローラの解析

（Microbiome）についてであり、演題が多く、これ
が馬の消化器に関する研究の現在の流行であると
感じた。年齢、特に生後直後と初乳摂取後の違い、
運動、輸送、疝痛・下痢などによる腸内フローラの
変化について紹介があったが、どんな要因でも腸
内フローラは変化しうるのであろう。この分野の
馬におけるトップランナー達が、まだ研究は始
まったばかりでわからないことだらけであると述
べていたことが印象に残った。他には、サルモネラ

症が日本よりも問題となっているという印象を受
けた。その理由として、アメリカやカナダの大動物
を扱う病院では馬と牛を一緒に診察しており、牛
はサルモネラ菌を保有していることが多いとのこ
とで、これが要因の一つではないかと推察してい
た。逆に本会においては牛を診療所で診察するこ
とがないため、サルモネラ症が問題となっていな
いのかと感じた。また、ある発表では、急性腹症の
原因として最も多いのは何か、と参加者に問いか
けたところ、笑い話ではあるが、不明と答える参加
者が最も多かった。実際に急性腹症の半分以上は
診断できていないということであり、参加した臨
床獣医師はもどかしさを感じている印象を受け
た。
　以下に筆者の演題および興味深かった演題につ
いて紹介する。

〇Coronavirus, Manabu Nemoto（コロナウイル
ス）
　2000年以降、馬コロナウイルス（ECoV）の流行
が成馬を中心に日本および米国で発生している。
本ウイルスによる主な症状は、発熱、食欲不振、元
気消失であり、一部が下痢などの消化器症状を示
す。特に米国では広く流行しており、新興感染症と
して認識されつつある。本発表では、2004年、

2009年および2012年のばんえい帯広競馬場の重
種馬群での集団発生の状況、感染実験による世界
初の再現性試験の結果、および診断法に関して、こ
れまでに我々が得てきた知見を中心に馬コロナウ
イルス感染症について包括的な話をした。
　日本では、これまでにばんえい帯広競馬場の重
種馬群においてECoVの流行が3 回報告されてい
る。参加者はばんえい競馬を全く知らないことか
ら、導入として血統やレースの様子を紹介したと
ころ、こちらの期待どおり驚いてくれた。馬コロナ
ウイルスの各流行時期は、2004 年12 月～2005 
年3 月、2009 年6～8 月、および2012 年2～4 月
であった。3 回の流行において症状を示した馬は、
競馬場在厩頭数の2～3 割（132～204 頭）であり、
ECoV の伝染力は強い。流行で認められたおもな
臨床症状は、発熱、食欲不振、元気消失および消化
器症状であり、消化器症状は発熱などの症状を示
した馬の1～3 割で観察された。2012年の流行の
際に撮影した、コロナウイルス感染による水様性
下痢の映像を流したところ、数人から驚嘆の声が
あがり、こちらも期待どおりのいい反応があった。
　感染実験では野外で観察された症状が再現さ
れ、症状を示した個体では炎症マーカーである血
清アミロイドA が症状に合わせて上昇し、また野
外で観察された白血球減少症を示す個体もいた。
以上より、血清アミロイドA および白血球数は病
態把握に有用であると考えられる。 感染馬は糞便
中に大量のウイルスを排出し、9 日間以上糞便中
からウイルス遺伝子が検出された。糞便中にウイ
ルスを大量に、かつ長期間に渡り排出することか
ら、糞便が感染源として重要であり、感染ルートは
糞口感染であると考えられる。さらに、感染実験で
症状を示さなかった個体でも、発症馬と同程度の
量および期間、ウイルスを排出していたことから、不
顕性感染馬も感染源として重要であると考えられる。
　診断法として遺伝子診断法を用いることが多
い。具体的には、リアルタイムRT-PCR 法、電気泳
動が必要な通常のRT-PCR 法、およびRT-LAMP 法
がある。これら3 つの遺伝子診断法の検出感度は、
リアルタイムRT-PCR 法、RT-LAMP法、そして通常
のRT-PCR 法の順に高感度である。そのためリア
ルタイムRT-PCR 法がECoV の検出に用いられる

ことが多い。

　発表後、いくつか質問があった。
Q. 流行時に死亡した個体の病理解剖を行った
か？
A. ほとんどの馬が回復したため、病理解剖を行う
機会がなかった。

Q. 数年おきに流行する理由は？
A. 不明だが、馬の入れ替えによって、抗体を持た
ない馬が多くなってくると流行するのではない
か。

Q. 馬コロナウイルスは持続感染するか？
A. 牛コロナウイルスは持続感染することが最近
報告されているが、馬では不明。今後調べる必要が
ある。

　私の方から、カナダではコロナウイルスの調査
をしているかDr. Arroyoに質問したところ、定期
的に調べているが、検出されないということで
あった。

〇Potomac Horse Fever, Yasuko Rikihisa（ポト
マック熱）
　ポトマック熱は細胞内寄生細菌である
Neorickettsia risticiiによって引き起こされる疾患
で、アメリカ、カナダ、ウルグアイ、ブラジルなどで
発生している。症状は、下痢、蹄葉炎、妊娠馬の流産
などがあり、死亡率は20～30%であると一般的に
いわれている。しかし、この死亡率はポトマック熱
と「診断できた」症例の20～30%というからくり
がある。下痢の半分以上は診断できず、また多くは
不顕性感染となるため検査しないため、実際には
感染馬の数%が死亡しているということであっ
た。ワクチンは市販されているが、残念ながら効果
が薄い。診断法としては、血液検体を用いて細菌分
離を行うことがゴールドスタンダードだが、3～4
週間かかるとのことで、通常はPCR法で診断を行
う。しかし、検出感度は分離の方が上とのことであ
る。
　しかし近年、アメリカやカナダのポトマック熱

罹患馬から、PCR法で診断できないネオリケッチ
アが検出されている。分離し系統樹解析を行った
ところ、これまでのNeorickettsia risticiiとは異なる
クラスターに属するものであった。分離されたネ
オリケッチアを用いて感染実験を行ったところ、
水様性下痢を示し、そして再度同じネオリケッチ
アを分離することができた。蛍光抗体法によって
実験馬の抗体価を調べたところ、接種したネオリ
ケッチアに対する抗体価と比較して、Neorickettsia 
risticiiに対しては抗体価が低く、抗原性が異なっ
ていることが明らかとなった。
　以上のことから、演者らはネオリケッチアの新
種として申請することを検討しているとのことで
あった。現在総研でポトマック熱診断用に用いて
いるのは当然ながらNeorickettsia risticiiであるこ
とから、近年検出されている新種のリケッチアに
対する抗体を検出できない可能性が高い。必要で
あれば、新たに輸入する必要があると思われる。

〇Acorn-associated colitis, Tanguy Hermange, 
Nantes National Veterinary University, France
（ドングリ関連急性腹症）
　本演題は、ドングリ（Acorn）中毒に関する演題
であった。ドングリ中毒ということで、多くが秋

（10月の1週目）に発生し、フランスの西側で発生
が増えているようである。演者らの大学では、
2011年から2018年に25頭がドングリ中毒である
と診断され、これらについて症状および死亡リス
ク要因について解析を行った。
　臨床症状として、circulating shock（25/25）、頻
脈（24/25）、粘膜の異常（24/25）、呼吸促拍

（24/25）、他に消化器症状として下痢（17/25）、イ
レウス（7/25）、疝痛（7/25）、体温の異常（5/25）が
観察された。25頭中11頭が回復した。死亡または
安楽殺となった14頭中13頭は48時間以内に死亡
した。死亡リスクが高い要因として、高齢、血様便、
心拍数の上昇、PCVの上昇、クレアチニンの上昇、
乳酸の上昇および超音波による結腸壁の肥厚化が
挙げられていた。
　日本では問題となっていない病気であるが、
我々も馴染み深いドングリによる病気ということ
で興味深い演題であった。

図1
ワークショップが行われた場所。アメリカとの国境近くであっ
た。
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

　2019年7月14日から7月17日にカナダにおい
て、馬の急性腹症に関するワークショップ

（Havemeyer Workshop 2019, Acute Equine 
Colitis）が開催され、参加した。本ワークショップ
の目的は、現在でも約60%が原因不明、かつしばし
ば致命傷となる急性腹症の診断法および治療法の
向上のための研究を刺激することである。本ワー
クショップは、Havemeyer財団がスポンサーとな
り開催された。本財団は1979年に設立された民間
団体であり、馬の健康および福祉を向上させるた
めの研究を支援している。開催場所はオンタリオ
州ナイアガラオンザレイク（Niagara-on-the-Lake, 
Ontario, Canada）にあるPillar and the Post（図1, 
2）であり、トロント・ピアソン国際空港からバス
で約2時間であった。
　参加者は、急性腹症に関する各種研究の専門家
であり、私も含め本ワークショップの開催委員に
よって招待された臨床獣医師および研究者であっ
た。参加者は30名ほどと少人数であり、朝8:30か
ら夜のディナーまで、ほぼホテルに缶詰状態で
ワークショップが開催された。地理的な要因から
参加者の多くはカナダおよびアメリカからであっ
たが、イギリス、フランス、デンマークおよびオー
ストラリアからも各1名ずつ参加があった。アジ
アからの参加者は私1人であり、遠方からよく来
てくれたと、本ワークショップ会長のDr. Memo 
Arroyo（University of Guelph, Canada）から感謝さ
れた。このDr. Arroyoから招待を受け、私は今回の
ワークショップに参加することとなった。
　プログラム全体を通してプログラム作成委員が
力を入れたテーマは、腸内フローラの解析

（Microbiome）についてであり、演題が多く、これ
が馬の消化器に関する研究の現在の流行であると
感じた。年齢、特に生後直後と初乳摂取後の違い、
運動、輸送、疝痛・下痢などによる腸内フローラの
変化について紹介があったが、どんな要因でも腸
内フローラは変化しうるのであろう。この分野の
馬におけるトップランナー達が、まだ研究は始
まったばかりでわからないことだらけであると述
べていたことが印象に残った。他には、サルモネラ

症が日本よりも問題となっているという印象を受
けた。その理由として、アメリカやカナダの大動物
を扱う病院では馬と牛を一緒に診察しており、牛
はサルモネラ菌を保有していることが多いとのこ
とで、これが要因の一つではないかと推察してい
た。逆に本会においては牛を診療所で診察するこ
とがないため、サルモネラ症が問題となっていな
いのかと感じた。また、ある発表では、急性腹症の
原因として最も多いのは何か、と参加者に問いか
けたところ、笑い話ではあるが、不明と答える参加
者が最も多かった。実際に急性腹症の半分以上は
診断できていないということであり、参加した臨
床獣医師はもどかしさを感じている印象を受け
た。
　以下に筆者の演題および興味深かった演題につ
いて紹介する。

〇Coronavirus, Manabu Nemoto（コロナウイル
ス）
　2000年以降、馬コロナウイルス（ECoV）の流行
が成馬を中心に日本および米国で発生している。
本ウイルスによる主な症状は、発熱、食欲不振、元
気消失であり、一部が下痢などの消化器症状を示
す。特に米国では広く流行しており、新興感染症と
して認識されつつある。本発表では、2004年、

2009年および2012年のばんえい帯広競馬場の重
種馬群での集団発生の状況、感染実験による世界
初の再現性試験の結果、および診断法に関して、こ
れまでに我々が得てきた知見を中心に馬コロナウ
イルス感染症について包括的な話をした。
　日本では、これまでにばんえい帯広競馬場の重
種馬群においてECoVの流行が3 回報告されてい
る。参加者はばんえい競馬を全く知らないことか
ら、導入として血統やレースの様子を紹介したと
ころ、こちらの期待どおり驚いてくれた。馬コロナ
ウイルスの各流行時期は、2004 年12 月～2005 
年3 月、2009 年6～8 月、および2012 年2～4 月
であった。3 回の流行において症状を示した馬は、
競馬場在厩頭数の2～3 割（132～204 頭）であり、
ECoV の伝染力は強い。流行で認められたおもな
臨床症状は、発熱、食欲不振、元気消失および消化
器症状であり、消化器症状は発熱などの症状を示
した馬の1～3 割で観察された。2012年の流行の
際に撮影した、コロナウイルス感染による水様性
下痢の映像を流したところ、数人から驚嘆の声が
あがり、こちらも期待どおりのいい反応があった。
　感染実験では野外で観察された症状が再現さ
れ、症状を示した個体では炎症マーカーである血
清アミロイドA が症状に合わせて上昇し、また野
外で観察された白血球減少症を示す個体もいた。
以上より、血清アミロイドA および白血球数は病
態把握に有用であると考えられる。 感染馬は糞便
中に大量のウイルスを排出し、9 日間以上糞便中
からウイルス遺伝子が検出された。糞便中にウイ
ルスを大量に、かつ長期間に渡り排出することか
ら、糞便が感染源として重要であり、感染ルートは
糞口感染であると考えられる。さらに、感染実験で
症状を示さなかった個体でも、発症馬と同程度の
量および期間、ウイルスを排出していたことから、不
顕性感染馬も感染源として重要であると考えられる。
　診断法として遺伝子診断法を用いることが多
い。具体的には、リアルタイムRT-PCR 法、電気泳
動が必要な通常のRT-PCR 法、およびRT-LAMP 法
がある。これら3 つの遺伝子診断法の検出感度は、
リアルタイムRT-PCR 法、RT-LAMP法、そして通常
のRT-PCR 法の順に高感度である。そのためリア
ルタイムRT-PCR 法がECoV の検出に用いられる

ことが多い。

　発表後、いくつか質問があった。
Q. 流行時に死亡した個体の病理解剖を行った
か？
A. ほとんどの馬が回復したため、病理解剖を行う
機会がなかった。

Q. 数年おきに流行する理由は？
A. 不明だが、馬の入れ替えによって、抗体を持た
ない馬が多くなってくると流行するのではない
か。

Q. 馬コロナウイルスは持続感染するか？
A. 牛コロナウイルスは持続感染することが最近
報告されているが、馬では不明。今後調べる必要が
ある。

　私の方から、カナダではコロナウイルスの調査
をしているかDr. Arroyoに質問したところ、定期
的に調べているが、検出されないということで
あった。

〇Potomac Horse Fever, Yasuko Rikihisa（ポト
マック熱）
　ポトマック熱は細胞内寄生細菌である
Neorickettsia risticiiによって引き起こされる疾患
で、アメリカ、カナダ、ウルグアイ、ブラジルなどで
発生している。症状は、下痢、蹄葉炎、妊娠馬の流産
などがあり、死亡率は20～30%であると一般的に
いわれている。しかし、この死亡率はポトマック熱
と「診断できた」症例の20～30%というからくり
がある。下痢の半分以上は診断できず、また多くは
不顕性感染となるため検査しないため、実際には
感染馬の数%が死亡しているということであっ
た。ワクチンは市販されているが、残念ながら効果
が薄い。診断法としては、血液検体を用いて細菌分
離を行うことがゴールドスタンダードだが、3～4
週間かかるとのことで、通常はPCR法で診断を行
う。しかし、検出感度は分離の方が上とのことであ
る。
　しかし近年、アメリカやカナダのポトマック熱

罹患馬から、PCR法で診断できないネオリケッチ
アが検出されている。分離し系統樹解析を行った
ところ、これまでのNeorickettsia risticiiとは異なる
クラスターに属するものであった。分離されたネ
オリケッチアを用いて感染実験を行ったところ、
水様性下痢を示し、そして再度同じネオリケッチ
アを分離することができた。蛍光抗体法によって
実験馬の抗体価を調べたところ、接種したネオリ
ケッチアに対する抗体価と比較して、Neorickettsia 
risticiiに対しては抗体価が低く、抗原性が異なっ
ていることが明らかとなった。
　以上のことから、演者らはネオリケッチアの新
種として申請することを検討しているとのことで
あった。現在総研でポトマック熱診断用に用いて
いるのは当然ながらNeorickettsia risticiiであるこ
とから、近年検出されている新種のリケッチアに
対する抗体を検出できない可能性が高い。必要で
あれば、新たに輸入する必要があると思われる。

〇Acorn-associated colitis, Tanguy Hermange, 
Nantes National Veterinary University, France
（ドングリ関連急性腹症）
　本演題は、ドングリ（Acorn）中毒に関する演題
であった。ドングリ中毒ということで、多くが秋

（10月の1週目）に発生し、フランスの西側で発生
が増えているようである。演者らの大学では、
2011年から2018年に25頭がドングリ中毒である
と診断され、これらについて症状および死亡リス
ク要因について解析を行った。
　臨床症状として、circulating shock（25/25）、頻
脈（24/25）、粘膜の異常（24/25）、呼吸促拍

（24/25）、他に消化器症状として下痢（17/25）、イ
レウス（7/25）、疝痛（7/25）、体温の異常（5/25）が
観察された。25頭中11頭が回復した。死亡または
安楽殺となった14頭中13頭は48時間以内に死亡
した。死亡リスクが高い要因として、高齢、血様便、
心拍数の上昇、PCVの上昇、クレアチニンの上昇、
乳酸の上昇および超音波による結腸壁の肥厚化が
挙げられていた。
　日本では問題となっていない病気であるが、
我々も馴染み深いドングリによる病気ということ
で興味深い演題であった。

図2
会場となったPillar and the Post の外観とワークショップ会場
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1.　概要
　2019年2月7日から10日まで、アメリカ合衆国
フロリダ州レディックのフロリダ大学Ch i  
Institute校にて開催された「USA Spring Equine 
Acupuncture Session 2」に参加した。本報告には、
オンラインにて受講したSession1の内容も含めて
記載する。

2.　研修スケジュール
2月7日（木）
  8:30-10:30　講義（五行と臓腑）
10:40-12:30　講義（経絡の解説①）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月8日（金）
  8:30-10:30　講義（各疾病の治療法と
　　　　　　　　　 鍼の手技解説）
10:40-12:30　講義（診断について）
13:30-18:00　実習（実馬を使用した
　　　　　　　　　 経絡の位置確認）
2月9日（土）
  8:30-10:30　講義（経絡の解説②）
10:40-12:30　講義（跛行に対する治療法）
13:30-18:00　実習（跛行症例馬の
　　　　　　　　　 治療経絡の解説）
2月10日（日）
  8:30-10:30　講義（筋肉を原因とする
　　　　　　　　　 跛行の治療法）
10:40-12:30　デモンストレーション

（稟告、診断、治療までの流れを解説）

3.　Chi Instituteについて
　Dr.Xieが1998年にフロリダにて鍼灸、漢方およ
び食事療法等を含む中獣医学を獣医師に教えるた
め開講したことに始まり、これまで世界69ヶ国
7000人以上の卒業生を輩出。伝統的な中獣医学

（Traditional Chinese Veterinary Medicine : 
TCVM）に基づき鍼灸学、漢方学の教育を行ってい
る（写真1, 2）。近年、東洋医学は見直されており、
その証拠として鍼灸学に関する論文数がここ20
年で約10倍になっている。

4.　研修内容
　参加人数約160名（約9割が女性）で、内訳は馬
コース25名、小動物コース約90名、馬および小動
物のミックスコース約50名。本研修には米国（特
にフロリダ）はもちろん世界各国（UK、サウジアラ
ビア、カナダ、および日本など）から参加があり、年
齢層は様々であった。構成は、講義によるTCVMの
総論、鍼治療の有用性に関する解説など、実習は実
馬を用いた経穴の確認と場所の暗記、TCVMに
沿った診断と経穴を用いた鍼治療、およびデモン
ストレーションであった（写真3, 4）。

①TCVMについて
　中獣医学（TCVM）は中国では数千年にわたり、
動物の治療に用いられている。中獣医学の概念的
基礎は陰陽五行説であるが、これは自然現象を説
明するために古代中国で発展した哲学的見方であ
る。中獣医学（TCVM）は陰陽五行説に基づいた診
断を行うため、西洋医学の教育を受けた獣医師と

中獣医学の教育を受けた獣医師では、動物の臨床
徴候に対しての考え方が全く異なる。西洋医学の
教育を受けた獣医師は身体検査による明らかな異
常に対して、病因を特定するための適切な診断的
検査（細胞診、画像診断、血液検査など）を行う。こ
れに対して、中獣医学を行う獣医師は、主として身
体検査に基づいた中獣医学的診断を行うため、科
学技術的な道具は使用しない。
　何世代にもわたり、中獣医学を行う臨床家は四
診と呼ばれる4種類の体系的な診断方法を用いて
患者の身体的異常や臨床症状から的確な診断をし
てきた。四診とは望診、聞診と嗅診、問診、および切
診であり、西洋医学では視診、聴診と嗅診、問診、触
診に相当する。四診の原理は、身体の裏（内側）で起
こっている変化が身体の表（外側）に証拠として現
れている理解（経絡の考え方につながる）に基づい
ている。こうして、中獣医学の臨床家は身体の表に
現れる状態を調べることによって、裏である臓腑
臓器の状態を理解することができる。例えば、腫れ
た赤い目は肝臓の機能障害を示しているととらえ
る。これは、目と肝臓が関連を持ち、赤色が肝臓の
状態を示しているという考え方に基づく。
　西洋医学は急性の疾病に長けており、外科手技
も進歩している。一方で中獣医学は慢性の疾患に
有益であり、特に西洋医学では管理はできるもの
の治癒に至らない疾患に向いている。西洋医学お
よび中獣医学の両方を理解することができれば
各々の長所を生かすことができ、どちらかを単独
で用いるよりも両者を組み合わせた方がよりよい
効果をもたらすと考えられる。

②経絡（Jing Luo）とは
　“生理学にとっての解剖学は、歴史学にとっての
地理学に似ている。それは出来事の起こる場所に
ついて書き記されている by Jean Francois Fernel”。
　経絡システムは気と血が循環するシステムのこ
とであり、体内の特定の部位と他の部位を結ぶ役
割を果たしている。中獣医学において、気とは正常
な生命活動を維持するための基本物質を構成し、
臓腑臓器それぞれの生理活動を指すものであり、
血は全身および臓腑臓器に栄養を与えて潤すもの
である。経絡は体の外表面全体に広がるとともに、

体内に進んで内側の臓腑臓器の生理的活動を調整
する。経絡システムはほぼすべての組織と器官を
結ぶ連絡網を形成し、それらをつなげて一つの有
機体にする。
　鍼治療の勉強を始める時、経絡は身体の地図と
なり、初心者が病気が発生している目的地に到達
する方法を理解するのに役立つ。経絡システムに
は経脈と絡脈の２大要素がある。経脈は主要通路、
絡脈は側副路または分枝路と解釈される。全身に
は十二の経脈があり、十二経脈とは、各臓器（肺：
LU、脾臓：SP、心臓：HT、腎臓：KID、心膜：PC、肝臓：
LIV、大腸：LI、胃：ST、小腸：SI、膀胱：BL、三焦：TH、
胆嚢：GB）に関連した経脈のことである。経脈シス
テムを解剖学的および生理学的に解明する科学的
研究が数多く行われた結果、経脈システムは神経、
体液経路、間質液、エネルギー、結合組織、および既
知の解剖学的構造の未知の機能が統合されたもの
であると考えられている（写真5）。

　身体の全ての組織は、正常な生理活動を維持す
るため、気と血からの栄養を必要としている。経絡
は気と血を運搬する通路である。このため、経絡が
気と血を運搬できないと臓腑臓器に気と血が届か
なくなり、その結果として臓器不全になる。また、
経絡は身体の全ての組織および器官をつなぐ。経
絡を通したつながりは、身体の内側と外側、前と
後、そして右と左を密接につなぐ。このため、臓腑
臓器は自分たちの活動を調整でき、臓器同士の均
衡が保たれる。TCVMでは特に気の流れをコント
ロールすることが重要であり、TCVMにおける疼
痛の解釈は、「痛みが存在するところに気の流れを

妨げるものがある」という考え方である。言い換え
れば「気の流れが正常であれば、そこに痛みはな
い」と考えられる。

③鍼刺激（Acupuncture Stimulation）について
　経絡は疾患の治療に重要であり、経穴への刺激
を伝達する。経穴への刺激は、関連する臓腑臓器に
向かって経絡に沿って進んでいく。その結果、臓腑
臓器はバランスを取り戻し、気と血の正常な流れ
が回復する。
　得気反応（De-Qi/arrival of Qi）は鍼治療におけ
る現象であり、鍼刺激が経絡を伝達された結果と
して経験される感覚または効果のことである。得
気反応の現れ方には個体差があり、刺激した部位
または経絡上の離れた部位で重さ、チクチク感、痛
み、圧力を感じることがある。動物の鍼治療の場合
は、鍼による得気反応として筋肉の収縮、後ずさ
り、または咬もうとする行為などが考えられる。治
療効果も得気反応と密接な関係がある。得気反応
がなければ鍼治療の効果は低減するであろう。得
気反応が誘導されると気の流れが調整され、これ
は効果的な鍼治療にとって不可欠なものである。
経絡が鍼刺激を伝達できなければ、鍼治療は成功
しない。

③-1　鍼技術（Acupuncture Techniques）の種類
について
　鍼技術は大きく分けて、置鍼（Dry Needle）、水鍼

（Aq u a - a c u p u n c t u r e）、電気鍼（E l e c t r o  
Acupuncture）の3種類に分かれる。使用する鍼は、
滅菌済みかつ使い捨てが原則で、馬で用いる鍼の
径は26～30Gであり、最も一般的に使用されてい
るのは28G、使用する長さは13mm（蹄、耳、頭部周
囲）、25mm（下肢部）、50mm（背部）、75mm（肩部、
臀部）、100mm（臀部）と挿入する場所によって使
い分けが必要であり、鍼の挿入時間は平均15-20
分程度（最低5分、最高60分）で2回/週の治療頻度
が推奨されている。また、1回の治療における鍼の
推奨挿入箇所は平均6-19箇所である。

③-2　鍼の挿入方法について
　tube guideを使用して、優しく挿入する（写真

6）。片方の手でhandle部分を持ってtwistしなが
ら、もう片方の手で鍼のbody部分を持って回しな
がら押し込む（写真7）。鍼のbody部分は全部押し
込むのではなく、少し間を空ける。これは、鍼が折
れ曲がった際に抜けなくなるのを防ぐためであ
る。また、鍼を挿入する際には基本的に鼻捻子など
は使用せずに、挿入していた。使用する鍼が細いた
めか嫌がる馬は少なかったが、万が一、嫌がる場合
は鼻捻子などを使用する場合もあるとのこと。　

③-3　Dry Needleについて
　Acupunctureの基本的な治療方法であるDry 
Needleは、治療の最初に使用されることが多い（写
真8）。Dry Needleでの効果が期待できない場合は
電気鍼を使用するといった様に、治療に強弱およ
び段階がある。
　中獣医学でのDry Needleは基本的には置鍼であ

り、置鍼以外のDry Needle  Techniqueでは、
Flicking、Scraping、Twisting、Thrustingがあり、
Twistingが最も実施されている。

③-4　水鍼（Aqua-acupuncture）について
　中獣医学でもスタンダードに実施されており、
挿入している液体は、ビタミンB12、生理食塩水、
コンドロイチン硫酸、ステロイド、漢方薬、自家血
などであり、１ヶ所あたりの投与量は1～10ccで
平均的には5ccが一般的である。講師陣は概ねビタ
ミンB12を投与している場合が多い印象を受け
た。その理由としては、ビタミンB12が刺激物質で
あり、より経穴を刺激する作用があるとのこと。ま
た、赤血球の産生に関わっており、循環器および神
経系の適切な調整に重要であり、食欲を刺激する
効果もある。ステロイドの使用については、意見が
分かれた。ステロイドの消炎効果は強く、短期的な
考え方ではとても効果のある薬剤ではあるが、長
期的な考え方ではAcupunctureの反応性が低くと
なると言われている。そのため、ステロイドを使用
すること自体を嫌う中獣医師も少なくない。水鍼
の根本的な考え方としては、投与物質が経穴に一
定期間留まることにより刺激が延長されることに
意味がある。また、興味深い知見として、特定の経
穴に抗生剤を入れることにより、肩跛行の改善や
下痢の改善が期待できるという報告もあった。さ
らに、ワクチンをある経穴に投与することにより、
免疫がより活性化するという報告もあるとのこと

であった。置鍼との使い分けについては詳細な明
言はされなかったが、Bui-hui（百会）は水鍼が効果
的であり、下肢部ではなく上部の経穴への治療の
際に使用するとのこと。当然ではあるが、最も重要
なことは投与部位や鍼を清潔に保つことである。

③-5　電気鍼（Electro Acupuncture）について
　鍼刺激の中でもっとも強い刺激を伴い、効果も
大きい。一般的な電気鍼の強さと時間は、20-40Hz

（10分間）＋80-120Hz（10分間）が推奨されている
が、疾病によっても異なり、講師陣の間でも経験か
らか差があった。低周波（20-40Hz）では体内でエ
ンドルフィンが分泌され、疼痛コントロールに効
果がある。また、高周波（80-120Hz）ではセロトニ
ンが分泌され、神経を含めた内科疾患に効果があ
る。電気プラグを繋ぐ2鍼の考え方は左右の同じ
経穴、同じ経絡上の経穴、１つの疾患に同様の効果
のある経穴、および健常部位と疾患部位等である。
例えば、左右のBL-54を繋いで刺激することで股
関節形成不全に効果があるとされており、同側の
LI-10とLI-15を刺激することで肩の疼痛に効果を
期待できる。また、鍼をクリップで挟む場所は、鍼
と皮膚の接点に近い場所で鍼のbody部分の上部
につなぐことで電気抵抗を少なくするとともに、
鍼が抜けにくくなり、また、鍼が折れてしまうこと
を防ぐ（写真9）。

④診断方法について
　原則的に①にて先述した四診（望診、聞診と嗅
診、問診、切診）を用いて診断するが、四診とともに
大切な診断方法が、診断穴用いた方法（The Scan）
である。The Scanは注射針のキャップのような指
よりも細くある程度の硬さがある素材を用いて体
全体の診断穴を辿るようにして行う。ウマが触ら
れるのを嫌がる場所があれば、その経穴由来の部
位に異常があると考えられる。経絡を通したつな
がりは、身体の内側と外側、前と後、そして右と左
を密接につないでいるため、体表の経絡を基に臓
腑臓器の状態を把握することができる。また、The 
Scanの順番は講師陣によって異なってはいたが、
見落としがないようにしており、我々の触診方法
に通じるものがあった。注意すべき点は、我々が日
常的に行っている筋肉を触って行なっている触診
とは異なるということである。例えば、我々は触診
を行って筋痛を認めた箇所に何らかの治療を行う
が、TCVMでは反応があった診断穴に対して必ず
しも治療をしない。診断穴は、あくまでなぜその症
状を示しているのかの診断のために用い、多くの
場合で治療には反応があった診断穴とは異なる経
穴を刺激し、反応があった診断穴の治療後の反応
をみることである程度の効果判定ができる。この
ように、普段我々が行っている触診法とは診断方
法が異なる。

⑥デモンストレーション
　講師による実際の症例馬に対するデモが実施さ
れた（写真10）。先述した四診の順番とは異なる
が、以下の手順にて治療が開始された。症例馬は
10歳のスポーツホース種で障害競技馬であった。
望診：馬がどういう性格なのか、馬の立ち方や皮膚
の質感を観察。
問診：馬の性格を聞き、どのような症状かを聴取。
→背中に痛みがあり、高い障害が飛越できなく
なったとのこと。
切診：舌の色と質感、耳と背中の熱感を調べ、頸動
脈を触知。その後にThe Scanを実施し、背部に反応
を認める。
治療：Bai-hui、Shen-shu, peng, jiaoへの置鍼実施→
Liv-3に置き鍼実施。

→The Scanを実施して背部の反応が改善。
→LI-1に置き鍼実施
→再度The Scanを実施して背部の反応がほ

ぼ消失。
　講師以外がThe Scanを実施していないので、治
療後に背部の反応が改善したことまでは共有でき
なかったが、馬の表情を見る限りは明らかにLI-1
への置鍼後に落ち着いた（写真11）。

終わりに
　西洋医学を基礎として学んできた獣医師が世界
中から本研修に参加している現状が東洋医学の大
きな可能性を示しており、TCVMが昨今見直され
ていることを肌で感じ取れる研修となった。また、
本研修はセッション2であり、全セッション5で構
成されているEquine Acupunctureの一部分に過ぎ
ないものの、競馬会の診療においても有益なもの
と考えられた上、鍼治療を学ぼうとする他国の馬
獣医師と交流を持てたことは大きな財産となっ
た。また、薬物規制の観点からも、競走馬治療にお
いても今後、鍼治療の需要は高まることが予見さ
れ、本研修の成果を今後の診療において有効に活
用したいと考える。

　2019年7月14日から7月17日にカナダにおい
て、馬の急性腹症に関するワークショップ

（Havemeyer Workshop 2019, Acute Equine 
Colitis）が開催され、参加した。本ワークショップ
の目的は、現在でも約60%が原因不明、かつしばし
ば致命傷となる急性腹症の診断法および治療法の
向上のための研究を刺激することである。本ワー
クショップは、Havemeyer財団がスポンサーとな
り開催された。本財団は1979年に設立された民間
団体であり、馬の健康および福祉を向上させるた
めの研究を支援している。開催場所はオンタリオ
州ナイアガラオンザレイク（Niagara-on-the-Lake, 
Ontario, Canada）にあるPillar and the Post（図1, 
2）であり、トロント・ピアソン国際空港からバス
で約2時間であった。
　参加者は、急性腹症に関する各種研究の専門家
であり、私も含め本ワークショップの開催委員に
よって招待された臨床獣医師および研究者であっ
た。参加者は30名ほどと少人数であり、朝8:30か
ら夜のディナーまで、ほぼホテルに缶詰状態で
ワークショップが開催された。地理的な要因から
参加者の多くはカナダおよびアメリカからであっ
たが、イギリス、フランス、デンマークおよびオー
ストラリアからも各1名ずつ参加があった。アジ
アからの参加者は私1人であり、遠方からよく来
てくれたと、本ワークショップ会長のDr. Memo 
Arroyo（University of Guelph, Canada）から感謝さ
れた。このDr. Arroyoから招待を受け、私は今回の
ワークショップに参加することとなった。
　プログラム全体を通してプログラム作成委員が
力を入れたテーマは、腸内フローラの解析

（Microbiome）についてであり、演題が多く、これ
が馬の消化器に関する研究の現在の流行であると
感じた。年齢、特に生後直後と初乳摂取後の違い、
運動、輸送、疝痛・下痢などによる腸内フローラの
変化について紹介があったが、どんな要因でも腸
内フローラは変化しうるのであろう。この分野の
馬におけるトップランナー達が、まだ研究は始
まったばかりでわからないことだらけであると述
べていたことが印象に残った。他には、サルモネラ

症が日本よりも問題となっているという印象を受
けた。その理由として、アメリカやカナダの大動物
を扱う病院では馬と牛を一緒に診察しており、牛
はサルモネラ菌を保有していることが多いとのこ
とで、これが要因の一つではないかと推察してい
た。逆に本会においては牛を診療所で診察するこ
とがないため、サルモネラ症が問題となっていな
いのかと感じた。また、ある発表では、急性腹症の
原因として最も多いのは何か、と参加者に問いか
けたところ、笑い話ではあるが、不明と答える参加
者が最も多かった。実際に急性腹症の半分以上は
診断できていないということであり、参加した臨
床獣医師はもどかしさを感じている印象を受け
た。
　以下に筆者の演題および興味深かった演題につ
いて紹介する。

〇Coronavirus, Manabu Nemoto（コロナウイル
ス）
　2000年以降、馬コロナウイルス（ECoV）の流行
が成馬を中心に日本および米国で発生している。
本ウイルスによる主な症状は、発熱、食欲不振、元
気消失であり、一部が下痢などの消化器症状を示
す。特に米国では広く流行しており、新興感染症と
して認識されつつある。本発表では、2004年、

2009年および2012年のばんえい帯広競馬場の重
種馬群での集団発生の状況、感染実験による世界
初の再現性試験の結果、および診断法に関して、こ
れまでに我々が得てきた知見を中心に馬コロナウ
イルス感染症について包括的な話をした。
　日本では、これまでにばんえい帯広競馬場の重
種馬群においてECoVの流行が3 回報告されてい
る。参加者はばんえい競馬を全く知らないことか
ら、導入として血統やレースの様子を紹介したと
ころ、こちらの期待どおり驚いてくれた。馬コロナ
ウイルスの各流行時期は、2004 年12 月～2005 
年3 月、2009 年6～8 月、および2012 年2～4 月
であった。3 回の流行において症状を示した馬は、
競馬場在厩頭数の2～3 割（132～204 頭）であり、
ECoV の伝染力は強い。流行で認められたおもな
臨床症状は、発熱、食欲不振、元気消失および消化
器症状であり、消化器症状は発熱などの症状を示
した馬の1～3 割で観察された。2012年の流行の
際に撮影した、コロナウイルス感染による水様性
下痢の映像を流したところ、数人から驚嘆の声が
あがり、こちらも期待どおりのいい反応があった。
　感染実験では野外で観察された症状が再現さ
れ、症状を示した個体では炎症マーカーである血
清アミロイドA が症状に合わせて上昇し、また野
外で観察された白血球減少症を示す個体もいた。
以上より、血清アミロイドA および白血球数は病
態把握に有用であると考えられる。 感染馬は糞便
中に大量のウイルスを排出し、9 日間以上糞便中
からウイルス遺伝子が検出された。糞便中にウイ
ルスを大量に、かつ長期間に渡り排出することか
ら、糞便が感染源として重要であり、感染ルートは
糞口感染であると考えられる。さらに、感染実験で
症状を示さなかった個体でも、発症馬と同程度の
量および期間、ウイルスを排出していたことから、不
顕性感染馬も感染源として重要であると考えられる。
　診断法として遺伝子診断法を用いることが多
い。具体的には、リアルタイムRT-PCR 法、電気泳
動が必要な通常のRT-PCR 法、およびRT-LAMP 法
がある。これら3 つの遺伝子診断法の検出感度は、
リアルタイムRT-PCR 法、RT-LAMP法、そして通常
のRT-PCR 法の順に高感度である。そのためリア
ルタイムRT-PCR 法がECoV の検出に用いられる

ことが多い。

　発表後、いくつか質問があった。
Q. 流行時に死亡した個体の病理解剖を行った
か？
A. ほとんどの馬が回復したため、病理解剖を行う
機会がなかった。

Q. 数年おきに流行する理由は？
A. 不明だが、馬の入れ替えによって、抗体を持た
ない馬が多くなってくると流行するのではない
か。

Q. 馬コロナウイルスは持続感染するか？
A. 牛コロナウイルスは持続感染することが最近
報告されているが、馬では不明。今後調べる必要が
ある。

　私の方から、カナダではコロナウイルスの調査
をしているかDr. Arroyoに質問したところ、定期
的に調べているが、検出されないということで
あった。

〇Potomac Horse Fever, Yasuko Rikihisa（ポト
マック熱）
　ポトマック熱は細胞内寄生細菌である
Neorickettsia risticiiによって引き起こされる疾患
で、アメリカ、カナダ、ウルグアイ、ブラジルなどで
発生している。症状は、下痢、蹄葉炎、妊娠馬の流産
などがあり、死亡率は20～30%であると一般的に
いわれている。しかし、この死亡率はポトマック熱
と「診断できた」症例の20～30%というからくり
がある。下痢の半分以上は診断できず、また多くは
不顕性感染となるため検査しないため、実際には
感染馬の数%が死亡しているということであっ
た。ワクチンは市販されているが、残念ながら効果
が薄い。診断法としては、血液検体を用いて細菌分
離を行うことがゴールドスタンダードだが、3～4
週間かかるとのことで、通常はPCR法で診断を行
う。しかし、検出感度は分離の方が上とのことであ
る。
　しかし近年、アメリカやカナダのポトマック熱

罹患馬から、PCR法で診断できないネオリケッチ
アが検出されている。分離し系統樹解析を行った
ところ、これまでのNeorickettsia risticiiとは異なる
クラスターに属するものであった。分離されたネ
オリケッチアを用いて感染実験を行ったところ、
水様性下痢を示し、そして再度同じネオリケッチ
アを分離することができた。蛍光抗体法によって
実験馬の抗体価を調べたところ、接種したネオリ
ケッチアに対する抗体価と比較して、Neorickettsia 
risticiiに対しては抗体価が低く、抗原性が異なっ
ていることが明らかとなった。
　以上のことから、演者らはネオリケッチアの新
種として申請することを検討しているとのことで
あった。現在総研でポトマック熱診断用に用いて
いるのは当然ながらNeorickettsia risticiiであるこ
とから、近年検出されている新種のリケッチアに
対する抗体を検出できない可能性が高い。必要で
あれば、新たに輸入する必要があると思われる。

〇Acorn-associated colitis, Tanguy Hermange, 
Nantes National Veterinary University, France
（ドングリ関連急性腹症）
　本演題は、ドングリ（Acorn）中毒に関する演題
であった。ドングリ中毒ということで、多くが秋

（10月の1週目）に発生し、フランスの西側で発生
が増えているようである。演者らの大学では、
2011年から2018年に25頭がドングリ中毒である
と診断され、これらについて症状および死亡リス
ク要因について解析を行った。
　臨床症状として、circulating shock（25/25）、頻
脈（24/25）、粘膜の異常（24/25）、呼吸促拍

（24/25）、他に消化器症状として下痢（17/25）、イ
レウス（7/25）、疝痛（7/25）、体温の異常（5/25）が
観察された。25頭中11頭が回復した。死亡または
安楽殺となった14頭中13頭は48時間以内に死亡
した。死亡リスクが高い要因として、高齢、血様便、
心拍数の上昇、PCVの上昇、クレアチニンの上昇、
乳酸の上昇および超音波による結腸壁の肥厚化が
挙げられていた。
　日本では問題となっていない病気であるが、
我々も馴染み深いドングリによる病気ということ
で興味深い演題であった。
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学 会 報 告

第19回世界獣医検査診断学会 (19th International symposium
of the World Association of Veterinary Laboratory

Diagnosticians: ISWAVLD 2019) に参加して

競走馬総合研究所  微生物研究室　木下優太

概要
　世界獣医検査診断者学会 (International symposium 
of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians: ISWAVLD) は、質の高い獣医療診
断法を世界中に普及させ、それによって、動物およ
び人の健康を改善することを目的としており、獣
医療域における検査法あるいは診断法を報告する
ことに特化した国際学会である。本学会は、1977
年にメキシコにおいて始まり、その後は数年ごと 
(近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今回で第
19回目となる。WAVLD 2019は令和元年6月19日
から22日までの4日間、タイ王国チェンマイにお
いて開催された。今開催地であるチェンマイは、バ
ンコクに次ぐタイ第2の都市であり、古くは首都
が置かれていたこともあり、当時の文化を今に伝
える寺院が多く点在し、その美しさから「北方のバ
ラ」と呼ばれている。
　WAVLD 2019は、The Empress Hotelを会場と
して、200を超える演題発表が行われた (図1)。昨
年からアフリカ豚コレラが中国を中心に流行して
おり、参加している獣医師などによって感染症を
持ち込ませず、さらに自国へ持ち帰らせないよう
に、会場の入り口には注意看板と消毒槽が設置さ
れていたことが印象的であった (図2および3)。本
学会における発表演題は、ウマのみならずイヌや
ネコ、さらには開催地にちなみゾウの感染症に関
する演題など、獣医領域における幅広い感染症が
報告された。そのため、ウマ以外の動物種における
発表も多かったが、個別の感染症検査法は、基礎的
にウマの検査法と大部分が共通し、獣医療で現在

取り組まれている各種感染症に対して様々な情報
を得られる点において優れた学会である。ウマの
感染症については、鼻疽や腺疫など、日本における
発生が全くない、あるいは稀な病原菌に関する発
表がなされており、世界各地における情報を得る
貴重な場であった。
　また、本学会では国際獣疫事務局 ( O I E：

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

International Epizootic Office) 主催のセミナーが
開催された。本年度は、検査室の“質”を管理する際
のコストと利益のバランスや、検査室器材の維持、
管理および修理について、検査業務におけるデー
タベース、分類、標準化あるいはITインフラに関し
て、といった検査業務の質を底上げする重要性に
言及する内容が多かった。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　筆者が口頭発表した内容を以下に示す。

○Multi-locus variable number tandem repeats 

ana lys i s  (MLVA)  を用いた国内繋養馬由来
Lawsonia intracellularisの遺伝子タイピング

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Lawsonia intracellularisは、ブタの増殖性腸症と
して古くから知られているが、近年では、ウマの増
殖性腸症の症例が多く報告されている。L .  
intracellularisは偏性細胞内寄生菌であり人工培地
で発育させることができないため、培養を経ずに
L. intracellularisの遺伝子タイピングが可能である
Multi-locus variable number tandem repeats 
analysis (MLVA) がしばしば使用されている。本研
究では、国内繋養馬とブタおよび野生動物から採
材した材料を用いてMLVAを実施し、海外の報告
と型別を比較した。
　材料として、2012年～2018年に国内で採材し
た104検体の糞便あるいは腸粘膜を用いた。その
内訳は、ウマの糞便が89検体、ブタの増殖性腸症
例の粘膜が7検体、L. intracellularis感染馬の牧場周
辺で採材された野生ウサギ、ネズミおよびタヌキ
検体がそれぞれ5検体、2検体、および1検体であっ
た。MLVAは、既報に若干の変更を加えて実施し
た。すなわち、既報4種類のPCRプライマーセット
のうち、2プライマーセットは我々の施設では機
能しなかったため、同領域を標的とする新たな2
プライマーセットを作製した。各検体の遺伝的距
離としてマンハッタン距離を計算し、MEGA5.03
ソフトウェアを用いて近隣結合法 (1,000回の
ブートストラップ) による系統樹を作製した。
　得られた系統樹から、L. intracellularisの遺伝型
は、ブタグループとウマグループで明確に区別さ
れ、国内のブタグループは国外のブタグループと
は区別できなかった (図5)。このことは、ウマの増
殖性腸症の原因となっているL. intracellularisが、
直接的にブタ由来のL. intracellularisと関連してい
ないことを示している。国内繋養馬の遺伝型は、基
本的に分離年および分離地域と関連していた。ま
た、国外繋養馬および野生動物 (ウサギ、ネズミ、タ
ヌキ) は、国内繋養馬と同じクラスターに分類され
ていたが、一部の国内繋養馬検体だけでクラス
ターが構成されるものがあるため、これらの遺伝
型はウマあるいは日本に特異的な遺伝型である可
能性があると報告した。

　発表後、ウマと同じグループに分類された野生
動物は臨床症状を示していたのかどうか、ウマに
おけるローソニア感染症の頻度などについて質問
があり、各質問に対して、野生動物はウマが飼育さ
れている牧場のそばで捕獲したが明らかな臨床症
状は呈していなかったこと、ウマにおけるローソ
ニア感染症は近年認知される件数が増えており、
日本においては10年ほど前から確認され始めた
という内容を回答した。

　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。

○A New Assay for Glanders Diagnosis
K. Laroucau (Animal health laboratory)

　鼻疽は、グラム陰性細菌のBurkholderia malleiに
よる人獣共通感染症である。ウマ科動物の血清学
的試験として、補体結合反応 (Comp lement  
fixation test, CFT) が最も使用されているが、CFT
の誤判定によってもたらされる結果は深刻であ
る。すなわち、偽陽性 (筆者注：真の陰性であるが、
検査結果が陽性になること) は、診断者、動物およ
び動物のオーナーに不要な不利益をもたらし、偽
陰性 (筆者注：真の陽性であるが、検査結果が陰性
になること) では、検査によって感染症を摘発でき
ずに、感染症が拡大する実際の脅威となる可能性
が高まるということである。
　ID Screen Glanders ELISAは、中程度に精製した
鼻疽菌抗原を用いた間接ELISAである。本ELISAの
特異度を確認するため、鼻疽の清浄地域 (フラン
ス、アイルランドおよびドイツ) のワクチン未接種

馬血清640検体、ロバ血清10検体およびラバ血清
1検体を用いて評価した。また、感度については、
鼻疽の流行地域から採材したウマ血清302検体 
(ブラジルおよびパキスタンからそれぞれ253お
よび49検体) を使用して評価した。ELISAの結果
は、血清学的試験 (CFT、ウエスタンブロッティン
グ法) および菌分離と比較した。
　本ELISA法の特異度は、疑陽性検体 (筆者注：陽
性とも陰性とも判断できない検体) を陽性に加え
た際は99.7% (95%信頼区間：98.9 ‒ 99.9%) であ
り、陰性に加えた際は99.4% (95%信頼区間：98.4 
‒ 99.8%) であった。鼻疽発生地域の牧場から採材
した302検体のうち、従来法であるCFTでは27検
体が陽性および46検体が疑陽性であったが、本
ELISA法では176検体が陽性であった。CFTが陰性
かつELISA陽性であった108検体に対してウエス
タンブロッティング法を実施したところ、60検体
が陽性、33検体は陰性であり、残りの15検体は判
定が困難であった。
　本研究の結果から、今後より広範な妥当性検証
が必要ではあるものの、本ELISA法は、従来の血清
学的試験と同等以上の特異度および感度を保有し
ていることが明らかとなり、鼻疽検査法において
従来法にとって代わる血清学的試験となることが
期待される、と演者らは発表した。
　鼻疽の診断法において、演者らが指摘するよう
にCFTでは一定の割合で偽陽性あるいは偽陰性と
判定されることが報告されているが、多検体処理
が可能な点からCFTは依然として広く使用されて
いるスクリーニング検査法である。CFT結果が偽
陽性であれば、その後にウエスタンブロッティン
グ法などの確認検査が実施されるため、最終的な
診断結果が正される可能性が残されている。しか
し、偽陰性であった際は、鼻疽特有の症状を呈して
いるなどの事情がないかぎり、その時点で検査は
終了になる。それ以降、当該馬は鼻疽伝播リスクの
高いウマとしては扱わないため、スクリーニング
検査における偽陰性は感染症拡大の一因になりか
ねないため、偽陽性に比べより重要視すべきであ
ると考えられる。そのような観点から本発表を考
察すると、CFT陰性かつELISA陽性であった108検
体のうち60検体がウエスタンブロッティング法

にて陽性であった点が最も重要であり、本ELISAが
CFTに比較して優位になり得る部分である。CFTに
取って代わる検査法となり得るかどうかを判断す
るために、今後、より多くの血清を用いた本ELISA
の検証が待たれる。

○Strangles Outbreak in Horses in Singapore 
(2016)
Z. Y. Tan (Agri-Food and Veterinary Authority of 
Singapore)
　Streptococcus equi subsp. equiが原因となる腺
疫は、ウマでは病原性が高く伝播しやすい上気道
疾患であり、他のウマ科動物においても罹患率お
よび致死率が高いことが知られている。本菌の伝
播には、原因菌が含まれる鼻汁などによる直接的
な経鼻あるいは経口感染と、水桶や馬装具などを
介した間接的な経路がある。本研究では、2016年1
月にシンガポールターフクラブで発生した腺疫事
例で分離されたS.  equiに対してMult i - locus  
sequencing typing (MLST) および全ゲノムシーク
エンシング (WGS) を用いたゲノム解析の結果を
報告する。
　本研究では、6頭の有症状馬およびこれらの馬
の同居馬を含む158頭の接触馬から鼻咽頭スワ
ブ、喉嚢洗浄液および膿瘍スワブを採材し、選択培
地 (羊血液加CAN培地) で細菌分離を試みた。培地
上に発育した細菌は、eqbE遺伝子を標的とする
TaqMan qPCRにより菌種の確認を行った。今回の
腺疫発生事例で分離された菌株および、2010年お
よび2011年に分離された計5株 に対して、抗貪食
作用を持つM様蛋白質 (SeM) の塩基配列によるサ
ブタイピングを実施し、PubMLSTデータベースに
登録されている情報と比較した。さらに、それらの
菌株間の関係を評価するためにWGSを実施し、系
統樹解析を行った。
　症例馬2頭および接触馬2頭からの分離菌は特
異的PCRにてS. equiであることが確認された。SeM
遺伝子のシークエンスにより、上記の4頭から分
離したS. equiはすべてSeM アレル100を保有して
いたため、これらの馬は、同一株による感染であっ
たことが疑われた。加えて、WGSを用いた系統樹
解析においても、これらの株の由来は同一である

ことが示された。しかし、興味深いことに、2011年
および2012年に分離されたS. equi 5株のうち4株
は、2016年の症例と同様にSeMアレル100を保有
していたものの、2016年の症例株との明らかな関
連は見られなかった。本研究におけるこれらの結
果は、シンガポールにおける腺疫症例から分離し
たS. equiにおける初めてのゲノム解析結果であ
る、と演者は発表した。
　SeM遺伝子配列による型別は、S. equiにおいて
しばしば使用される手法であり、遺伝的多様性も
高いと報告されている。しかし、SeM遺伝子配列が
1つの遺伝子のみを使用することに比べて、WGS
は2000個あまりの遺伝子を同時に比較すること
が可能なため、演者らが得たように、同一のSeMア
レルであったとしてもWGSによって関連性がよ
り明確になることは必然であろう。S. equiのWGS
情報は、国際塩基配列データベースに2019年6月
時点で236件ほど登録されており、同菌種のシー
クエンス解析を精力的に実施しているグループも
あるため、今後もその数は増加していくと考えら
れ、分離地域や分離年などの背景情報が蓄積され
ることによって、S. equiのWGS解析は今後より有
益になっていくものと考えられる。また、WGS実
施の手間あるいはコストは年々減少しており、分
離が困難なLawsonia intracellularisなどの菌種を
除いて、一般的な細菌についてはWGSによる遺伝
子型別が今後は必然になると考えられ、当研究室
においてもゲノムシークエンスおよびその後の解
析という一連の手法を確立する必要を改めて感じ
た。

○Genetic Characterization and Antimicrobial 
Resistance of  C lostr idium diffici le  from 
Slaughtered Cattle in Korea
H. Y. Kim (Animal and Plant Quarantine Agency)

　Clostridium difficileは、ヒトを含む様々な動物種
において重要な病原体であると考えられており、
その発生率は増加傾向にある。C. difficileは、肉製品
から分離されることが多く、動物からヒトへの感
染源になることが懸念されている。そのため、家畜
がC. difficileの感染源としてどの程度の影響がある
のか正しく評価することが求められている。本研

究の目的は、食肉処理場に搬入された成牛におけ
るC. difficile保有率の評価および分離株の遺伝的解
析を実施することである。
　韓国において、食肉処理場に搬入された成牛か
ら採材した慢性病変350検体を使用し、C. difficile
の分離を試みた。検体の採取は、2012年3月～
2013年1月にかけて、7施設において16～99ヶ月
齢の成牛から行った。C. difficileの菌分離は、採取材
料を96%エタノールに混和し、室温で50分間ゆる
やかに振盪した。その後、BBLTM  Clostr id ium 
difficile選択培地 (CDSA) に接種し、嫌気培養にて
37°Cで72時間培養した。それと同時に、エンリッ
チメント培養も過去の報告に沿って実施した。ま
た、PCR法によって、各種毒素遺伝子 (tcdA, tcdB, 
cdtAおよびcdtB)、tcdC遺伝子の欠失、PCRリボタイ
ピングおよびMLSTを実施した。
　本研究では、8.3% (350検体中29検体) からC. 
difficileが分離された。毒素遺伝子の内訳は図6に
示すように、A+B+CDT+が17.2%であり、A+B+CDT
－が55.2%であった。検査検体に対する毒素産生
株の割合は6.0% (350検体中21検体) であり、ヨー
ロッパで同様の調査を行った際の6.9～9.9%とい
う分離率とほぼ同等であった。さらに、これらの分
離株は21種のPCRリボタイピングおよび22種の
シークエンスタイプに分類され、全体の7割以上
は韓国におけるヒト症例から分離されたことのあ
る型別と一致した。また、ヒトにおいて強毒株と考
えられる型別やこれまでに報告のないシークエン
スタイプも本研究にて分離されており、ヒトと家

畜間の伝播を考慮する際に重要なデータとなっ
た。本研究は、韓国の食肉処理場に搬入された成牛
のC. difficile分離率に関する初めての調査であり、
精肉が与えるC. diffcileの潜在的な感染リスクを明
らかにした、と報告された。
　近年では、ヒト、動物および環境の健康は相互に
関連しており、これら全体の健康維持に向けた取
り組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がると
いう”One Health” の理念が提唱されている。本報
告における牛精肉に対するC. difficile分離調査もそ
の理念のもとで、ヒトおよび動物間の関係を明ら
かにすることを目的として実施されている。C. 
difficileは、ウマにおける腸炎の原因として重要で
あり、その致死率は依然として高い。ウマとヒトの
関係においては、一部両者に共通する遺伝子型が
分離されることが知られているが、ウマからヒト、
あるいはヒトからウマへの直接的なC. difficile伝播
については不明な点が多い。現状、ウマにおけるC. 
difficile感染症を減少させるためには、“ウマとヒ
ト”よりも“ウマと環境”についてOne Health的なア
プローチをすることが重要であると考える。

図1　会場入り口

図2　アフリカ豚コレラへの警戒看板
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概要
　世界獣医検査診断者学会 (International symposium 
of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians: ISWAVLD) は、質の高い獣医療診
断法を世界中に普及させ、それによって、動物およ
び人の健康を改善することを目的としており、獣
医療域における検査法あるいは診断法を報告する
ことに特化した国際学会である。本学会は、1977
年にメキシコにおいて始まり、その後は数年ごと 
(近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今回で第
19回目となる。WAVLD 2019は令和元年6月19日
から22日までの4日間、タイ王国チェンマイにお
いて開催された。今開催地であるチェンマイは、バ
ンコクに次ぐタイ第2の都市であり、古くは首都
が置かれていたこともあり、当時の文化を今に伝
える寺院が多く点在し、その美しさから「北方のバ
ラ」と呼ばれている。
　WAVLD 2019は、The Empress Hotelを会場と
して、200を超える演題発表が行われた (図1)。昨
年からアフリカ豚コレラが中国を中心に流行して
おり、参加している獣医師などによって感染症を
持ち込ませず、さらに自国へ持ち帰らせないよう
に、会場の入り口には注意看板と消毒槽が設置さ
れていたことが印象的であった (図2および3)。本
学会における発表演題は、ウマのみならずイヌや
ネコ、さらには開催地にちなみゾウの感染症に関
する演題など、獣医領域における幅広い感染症が
報告された。そのため、ウマ以外の動物種における
発表も多かったが、個別の感染症検査法は、基礎的
にウマの検査法と大部分が共通し、獣医療で現在

取り組まれている各種感染症に対して様々な情報
を得られる点において優れた学会である。ウマの
感染症については、鼻疽や腺疫など、日本における
発生が全くない、あるいは稀な病原菌に関する発
表がなされており、世界各地における情報を得る
貴重な場であった。
　また、本学会では国際獣疫事務局 ( O I E：

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

International Epizootic Office) 主催のセミナーが
開催された。本年度は、検査室の“質”を管理する際
のコストと利益のバランスや、検査室器材の維持、
管理および修理について、検査業務におけるデー
タベース、分類、標準化あるいはITインフラに関し
て、といった検査業務の質を底上げする重要性に
言及する内容が多かった。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　筆者が口頭発表した内容を以下に示す。

○Multi-locus variable number tandem repeats 

ana lys i s  (MLVA)  を用いた国内繋養馬由来
Lawsonia intracellularisの遺伝子タイピング

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Lawsonia intracellularisは、ブタの増殖性腸症と
して古くから知られているが、近年では、ウマの増
殖性腸症の症例が多く報告されている。L .  
intracellularisは偏性細胞内寄生菌であり人工培地
で発育させることができないため、培養を経ずに
L. intracellularisの遺伝子タイピングが可能である
Multi-locus variable number tandem repeats 
analysis (MLVA) がしばしば使用されている。本研
究では、国内繋養馬とブタおよび野生動物から採
材した材料を用いてMLVAを実施し、海外の報告
と型別を比較した。
　材料として、2012年～2018年に国内で採材し
た104検体の糞便あるいは腸粘膜を用いた。その
内訳は、ウマの糞便が89検体、ブタの増殖性腸症
例の粘膜が7検体、L. intracellularis感染馬の牧場周
辺で採材された野生ウサギ、ネズミおよびタヌキ
検体がそれぞれ5検体、2検体、および1検体であっ
た。MLVAは、既報に若干の変更を加えて実施し
た。すなわち、既報4種類のPCRプライマーセット
のうち、2プライマーセットは我々の施設では機
能しなかったため、同領域を標的とする新たな2
プライマーセットを作製した。各検体の遺伝的距
離としてマンハッタン距離を計算し、MEGA5.03
ソフトウェアを用いて近隣結合法 (1,000回の
ブートストラップ) による系統樹を作製した。
　得られた系統樹から、L. intracellularisの遺伝型
は、ブタグループとウマグループで明確に区別さ
れ、国内のブタグループは国外のブタグループと
は区別できなかった (図5)。このことは、ウマの増
殖性腸症の原因となっているL. intracellularisが、
直接的にブタ由来のL. intracellularisと関連してい
ないことを示している。国内繋養馬の遺伝型は、基
本的に分離年および分離地域と関連していた。ま
た、国外繋養馬および野生動物 (ウサギ、ネズミ、タ
ヌキ) は、国内繋養馬と同じクラスターに分類され
ていたが、一部の国内繋養馬検体だけでクラス
ターが構成されるものがあるため、これらの遺伝
型はウマあるいは日本に特異的な遺伝型である可
能性があると報告した。

　発表後、ウマと同じグループに分類された野生
動物は臨床症状を示していたのかどうか、ウマに
おけるローソニア感染症の頻度などについて質問
があり、各質問に対して、野生動物はウマが飼育さ
れている牧場のそばで捕獲したが明らかな臨床症
状は呈していなかったこと、ウマにおけるローソ
ニア感染症は近年認知される件数が増えており、
日本においては10年ほど前から確認され始めた
という内容を回答した。

　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。

○A New Assay for Glanders Diagnosis
K. Laroucau (Animal health laboratory)

　鼻疽は、グラム陰性細菌のBurkholderia malleiに
よる人獣共通感染症である。ウマ科動物の血清学
的試験として、補体結合反応 (Comp lement  
fixation test, CFT) が最も使用されているが、CFT
の誤判定によってもたらされる結果は深刻であ
る。すなわち、偽陽性 (筆者注：真の陰性であるが、
検査結果が陽性になること) は、診断者、動物およ
び動物のオーナーに不要な不利益をもたらし、偽
陰性 (筆者注：真の陽性であるが、検査結果が陰性
になること) では、検査によって感染症を摘発でき
ずに、感染症が拡大する実際の脅威となる可能性
が高まるということである。
　ID Screen Glanders ELISAは、中程度に精製した
鼻疽菌抗原を用いた間接ELISAである。本ELISAの
特異度を確認するため、鼻疽の清浄地域 (フラン
ス、アイルランドおよびドイツ) のワクチン未接種

馬血清640検体、ロバ血清10検体およびラバ血清
1検体を用いて評価した。また、感度については、
鼻疽の流行地域から採材したウマ血清302検体 
(ブラジルおよびパキスタンからそれぞれ253お
よび49検体) を使用して評価した。ELISAの結果
は、血清学的試験 (CFT、ウエスタンブロッティン
グ法) および菌分離と比較した。
　本ELISA法の特異度は、疑陽性検体 (筆者注：陽
性とも陰性とも判断できない検体) を陽性に加え
た際は99.7% (95%信頼区間：98.9 ‒ 99.9%) であ
り、陰性に加えた際は99.4% (95%信頼区間：98.4 
‒ 99.8%) であった。鼻疽発生地域の牧場から採材
した302検体のうち、従来法であるCFTでは27検
体が陽性および46検体が疑陽性であったが、本
ELISA法では176検体が陽性であった。CFTが陰性
かつELISA陽性であった108検体に対してウエス
タンブロッティング法を実施したところ、60検体
が陽性、33検体は陰性であり、残りの15検体は判
定が困難であった。
　本研究の結果から、今後より広範な妥当性検証
が必要ではあるものの、本ELISA法は、従来の血清
学的試験と同等以上の特異度および感度を保有し
ていることが明らかとなり、鼻疽検査法において
従来法にとって代わる血清学的試験となることが
期待される、と演者らは発表した。
　鼻疽の診断法において、演者らが指摘するよう
にCFTでは一定の割合で偽陽性あるいは偽陰性と
判定されることが報告されているが、多検体処理
が可能な点からCFTは依然として広く使用されて
いるスクリーニング検査法である。CFT結果が偽
陽性であれば、その後にウエスタンブロッティン
グ法などの確認検査が実施されるため、最終的な
診断結果が正される可能性が残されている。しか
し、偽陰性であった際は、鼻疽特有の症状を呈して
いるなどの事情がないかぎり、その時点で検査は
終了になる。それ以降、当該馬は鼻疽伝播リスクの
高いウマとしては扱わないため、スクリーニング
検査における偽陰性は感染症拡大の一因になりか
ねないため、偽陽性に比べより重要視すべきであ
ると考えられる。そのような観点から本発表を考
察すると、CFT陰性かつELISA陽性であった108検
体のうち60検体がウエスタンブロッティング法

にて陽性であった点が最も重要であり、本ELISAが
CFTに比較して優位になり得る部分である。CFTに
取って代わる検査法となり得るかどうかを判断す
るために、今後、より多くの血清を用いた本ELISA
の検証が待たれる。

○Strangles Outbreak in Horses in Singapore 
(2016)
Z. Y. Tan (Agri-Food and Veterinary Authority of 
Singapore)
　Streptococcus equi subsp. equiが原因となる腺
疫は、ウマでは病原性が高く伝播しやすい上気道
疾患であり、他のウマ科動物においても罹患率お
よび致死率が高いことが知られている。本菌の伝
播には、原因菌が含まれる鼻汁などによる直接的
な経鼻あるいは経口感染と、水桶や馬装具などを
介した間接的な経路がある。本研究では、2016年1
月にシンガポールターフクラブで発生した腺疫事
例で分離されたS.  equiに対してMult i - locus  
sequencing typing (MLST) および全ゲノムシーク
エンシング (WGS) を用いたゲノム解析の結果を
報告する。
　本研究では、6頭の有症状馬およびこれらの馬
の同居馬を含む158頭の接触馬から鼻咽頭スワ
ブ、喉嚢洗浄液および膿瘍スワブを採材し、選択培
地 (羊血液加CAN培地) で細菌分離を試みた。培地
上に発育した細菌は、eqbE遺伝子を標的とする
TaqMan qPCRにより菌種の確認を行った。今回の
腺疫発生事例で分離された菌株および、2010年お
よび2011年に分離された計5株 に対して、抗貪食
作用を持つM様蛋白質 (SeM) の塩基配列によるサ
ブタイピングを実施し、PubMLSTデータベースに
登録されている情報と比較した。さらに、それらの
菌株間の関係を評価するためにWGSを実施し、系
統樹解析を行った。
　症例馬2頭および接触馬2頭からの分離菌は特
異的PCRにてS. equiであることが確認された。SeM
遺伝子のシークエンスにより、上記の4頭から分
離したS. equiはすべてSeM アレル100を保有して
いたため、これらの馬は、同一株による感染であっ
たことが疑われた。加えて、WGSを用いた系統樹
解析においても、これらの株の由来は同一である

ことが示された。しかし、興味深いことに、2011年
および2012年に分離されたS. equi 5株のうち4株
は、2016年の症例と同様にSeMアレル100を保有
していたものの、2016年の症例株との明らかな関
連は見られなかった。本研究におけるこれらの結
果は、シンガポールにおける腺疫症例から分離し
たS. equiにおける初めてのゲノム解析結果であ
る、と演者は発表した。
　SeM遺伝子配列による型別は、S. equiにおいて
しばしば使用される手法であり、遺伝的多様性も
高いと報告されている。しかし、SeM遺伝子配列が
1つの遺伝子のみを使用することに比べて、WGS
は2000個あまりの遺伝子を同時に比較すること
が可能なため、演者らが得たように、同一のSeMア
レルであったとしてもWGSによって関連性がよ
り明確になることは必然であろう。S. equiのWGS
情報は、国際塩基配列データベースに2019年6月
時点で236件ほど登録されており、同菌種のシー
クエンス解析を精力的に実施しているグループも
あるため、今後もその数は増加していくと考えら
れ、分離地域や分離年などの背景情報が蓄積され
ることによって、S. equiのWGS解析は今後より有
益になっていくものと考えられる。また、WGS実
施の手間あるいはコストは年々減少しており、分
離が困難なLawsonia intracellularisなどの菌種を
除いて、一般的な細菌についてはWGSによる遺伝
子型別が今後は必然になると考えられ、当研究室
においてもゲノムシークエンスおよびその後の解
析という一連の手法を確立する必要を改めて感じ
た。

○Genetic Characterization and Antimicrobial 
Resistance of  C lostr idium diffici le  from 
Slaughtered Cattle in Korea
H. Y. Kim (Animal and Plant Quarantine Agency)

　Clostridium difficileは、ヒトを含む様々な動物種
において重要な病原体であると考えられており、
その発生率は増加傾向にある。C. difficileは、肉製品
から分離されることが多く、動物からヒトへの感
染源になることが懸念されている。そのため、家畜
がC. difficileの感染源としてどの程度の影響がある
のか正しく評価することが求められている。本研

究の目的は、食肉処理場に搬入された成牛におけ
るC. difficile保有率の評価および分離株の遺伝的解
析を実施することである。
　韓国において、食肉処理場に搬入された成牛か
ら採材した慢性病変350検体を使用し、C. difficile
の分離を試みた。検体の採取は、2012年3月～
2013年1月にかけて、7施設において16～99ヶ月
齢の成牛から行った。C. difficileの菌分離は、採取材
料を96%エタノールに混和し、室温で50分間ゆる
やかに振盪した。その後、BBLTM Clostr id ium 
difficile選択培地 (CDSA) に接種し、嫌気培養にて
37°Cで72時間培養した。それと同時に、エンリッ
チメント培養も過去の報告に沿って実施した。ま
た、PCR法によって、各種毒素遺伝子 (tcdA, tcdB, 
cdtAおよびcdtB)、tcdC遺伝子の欠失、PCRリボタイ
ピングおよびMLSTを実施した。
　本研究では、8.3% (350検体中29検体) からC. 
difficileが分離された。毒素遺伝子の内訳は図6に
示すように、A+B+CDT+が17.2%であり、A+B+CDT
－が55.2%であった。検査検体に対する毒素産生
株の割合は6.0% (350検体中21検体) であり、ヨー
ロッパで同様の調査を行った際の6.9～9.9%とい
う分離率とほぼ同等であった。さらに、これらの分
離株は21種のPCRリボタイピングおよび22種の
シークエンスタイプに分類され、全体の7割以上
は韓国におけるヒト症例から分離されたことのあ
る型別と一致した。また、ヒトにおいて強毒株と考
えられる型別やこれまでに報告のないシークエン
スタイプも本研究にて分離されており、ヒトと家

畜間の伝播を考慮する際に重要なデータとなっ
た。本研究は、韓国の食肉処理場に搬入された成牛
のC. difficile分離率に関する初めての調査であり、
精肉が与えるC. diffcileの潜在的な感染リスクを明
らかにした、と報告された。
　近年では、ヒト、動物および環境の健康は相互に
関連しており、これら全体の健康維持に向けた取
り組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がると
いう”One Health” の理念が提唱されている。本報
告における牛精肉に対するC. difficile分離調査もそ
の理念のもとで、ヒトおよび動物間の関係を明ら
かにすることを目的として実施されている。C. 
difficileは、ウマにおける腸炎の原因として重要で
あり、その致死率は依然として高い。ウマとヒトの
関係においては、一部両者に共通する遺伝子型が
分離されることが知られているが、ウマからヒト、
あるいはヒトからウマへの直接的なC. difficile伝播
については不明な点が多い。現状、ウマにおけるC. 
difficile感染症を減少させるためには、“ウマとヒ
ト”よりも“ウマと環境”についてOne Health的なア
プローチをすることが重要であると考える。

図3　会場入り口に設置された消毒槽

図4　歓迎イベントの様子
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概要
　世界獣医検査診断者学会 (International symposium 
of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians: ISWAVLD) は、質の高い獣医療診
断法を世界中に普及させ、それによって、動物およ
び人の健康を改善することを目的としており、獣
医療域における検査法あるいは診断法を報告する
ことに特化した国際学会である。本学会は、1977
年にメキシコにおいて始まり、その後は数年ごと 
(近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今回で第
19回目となる。WAVLD 2019は令和元年6月19日
から22日までの4日間、タイ王国チェンマイにお
いて開催された。今開催地であるチェンマイは、バ
ンコクに次ぐタイ第2の都市であり、古くは首都
が置かれていたこともあり、当時の文化を今に伝
える寺院が多く点在し、その美しさから「北方のバ
ラ」と呼ばれている。
　WAVLD 2019は、The Empress Hotelを会場と
して、200を超える演題発表が行われた (図1)。昨
年からアフリカ豚コレラが中国を中心に流行して
おり、参加している獣医師などによって感染症を
持ち込ませず、さらに自国へ持ち帰らせないよう
に、会場の入り口には注意看板と消毒槽が設置さ
れていたことが印象的であった (図2および3)。本
学会における発表演題は、ウマのみならずイヌや
ネコ、さらには開催地にちなみゾウの感染症に関
する演題など、獣医領域における幅広い感染症が
報告された。そのため、ウマ以外の動物種における
発表も多かったが、個別の感染症検査法は、基礎的
にウマの検査法と大部分が共通し、獣医療で現在

取り組まれている各種感染症に対して様々な情報
を得られる点において優れた学会である。ウマの
感染症については、鼻疽や腺疫など、日本における
発生が全くない、あるいは稀な病原菌に関する発
表がなされており、世界各地における情報を得る
貴重な場であった。
　また、本学会では国際獣疫事務局 ( O I E：

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

International Epizootic Office) 主催のセミナーが
開催された。本年度は、検査室の“質”を管理する際
のコストと利益のバランスや、検査室器材の維持、
管理および修理について、検査業務におけるデー
タベース、分類、標準化あるいはITインフラに関し
て、といった検査業務の質を底上げする重要性に
言及する内容が多かった。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　筆者が口頭発表した内容を以下に示す。

○Multi-locus variable number tandem repeats 

ana lys i s  (MLVA)  を用いた国内繋養馬由来
Lawsonia intracellularisの遺伝子タイピング

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Lawsonia intracellularisは、ブタの増殖性腸症と
して古くから知られているが、近年では、ウマの増
殖性腸症の症例が多く報告されている。L .  
intracellularisは偏性細胞内寄生菌であり人工培地
で発育させることができないため、培養を経ずに
L. intracellularisの遺伝子タイピングが可能である
Multi-locus variable number tandem repeats 
analysis (MLVA) がしばしば使用されている。本研
究では、国内繋養馬とブタおよび野生動物から採
材した材料を用いてMLVAを実施し、海外の報告
と型別を比較した。
　材料として、2012年～2018年に国内で採材し
た104検体の糞便あるいは腸粘膜を用いた。その
内訳は、ウマの糞便が89検体、ブタの増殖性腸症
例の粘膜が7検体、L. intracellularis感染馬の牧場周
辺で採材された野生ウサギ、ネズミおよびタヌキ
検体がそれぞれ5検体、2検体、および1検体であっ
た。MLVAは、既報に若干の変更を加えて実施し
た。すなわち、既報4種類のPCRプライマーセット
のうち、2プライマーセットは我々の施設では機
能しなかったため、同領域を標的とする新たな2
プライマーセットを作製した。各検体の遺伝的距
離としてマンハッタン距離を計算し、MEGA5.03
ソフトウェアを用いて近隣結合法 (1,000回の
ブートストラップ) による系統樹を作製した。
　得られた系統樹から、L. intracellularisの遺伝型
は、ブタグループとウマグループで明確に区別さ
れ、国内のブタグループは国外のブタグループと
は区別できなかった (図5)。このことは、ウマの増
殖性腸症の原因となっているL. intracellularisが、
直接的にブタ由来のL. intracellularisと関連してい
ないことを示している。国内繋養馬の遺伝型は、基
本的に分離年および分離地域と関連していた。ま
た、国外繋養馬および野生動物 (ウサギ、ネズミ、タ
ヌキ) は、国内繋養馬と同じクラスターに分類され
ていたが、一部の国内繋養馬検体だけでクラス
ターが構成されるものがあるため、これらの遺伝
型はウマあるいは日本に特異的な遺伝型である可
能性があると報告した。

　発表後、ウマと同じグループに分類された野生
動物は臨床症状を示していたのかどうか、ウマに
おけるローソニア感染症の頻度などについて質問
があり、各質問に対して、野生動物はウマが飼育さ
れている牧場のそばで捕獲したが明らかな臨床症
状は呈していなかったこと、ウマにおけるローソ
ニア感染症は近年認知される件数が増えており、
日本においては10年ほど前から確認され始めた
という内容を回答した。

　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。

○A New Assay for Glanders Diagnosis
K. Laroucau (Animal health laboratory)

　鼻疽は、グラム陰性細菌のBurkholderia malleiに
よる人獣共通感染症である。ウマ科動物の血清学
的試験として、補体結合反応 (Comp lement  
fixation test, CFT) が最も使用されているが、CFT
の誤判定によってもたらされる結果は深刻であ
る。すなわち、偽陽性 (筆者注：真の陰性であるが、
検査結果が陽性になること) は、診断者、動物およ
び動物のオーナーに不要な不利益をもたらし、偽
陰性 (筆者注：真の陽性であるが、検査結果が陰性
になること) では、検査によって感染症を摘発でき
ずに、感染症が拡大する実際の脅威となる可能性
が高まるということである。
　ID Screen Glanders ELISAは、中程度に精製した
鼻疽菌抗原を用いた間接ELISAである。本ELISAの
特異度を確認するため、鼻疽の清浄地域 (フラン
ス、アイルランドおよびドイツ) のワクチン未接種

馬血清640検体、ロバ血清10検体およびラバ血清
1検体を用いて評価した。また、感度については、
鼻疽の流行地域から採材したウマ血清302検体 
(ブラジルおよびパキスタンからそれぞれ253お
よび49検体) を使用して評価した。ELISAの結果
は、血清学的試験 (CFT、ウエスタンブロッティン
グ法) および菌分離と比較した。
　本ELISA法の特異度は、疑陽性検体 (筆者注：陽
性とも陰性とも判断できない検体) を陽性に加え
た際は99.7% (95%信頼区間：98.9 ‒ 99.9%) であ
り、陰性に加えた際は99.4% (95%信頼区間：98.4 
‒ 99.8%) であった。鼻疽発生地域の牧場から採材
した302検体のうち、従来法であるCFTでは27検
体が陽性および46検体が疑陽性であったが、本
ELISA法では176検体が陽性であった。CFTが陰性
かつELISA陽性であった108検体に対してウエス
タンブロッティング法を実施したところ、60検体
が陽性、33検体は陰性であり、残りの15検体は判
定が困難であった。
　本研究の結果から、今後より広範な妥当性検証
が必要ではあるものの、本ELISA法は、従来の血清
学的試験と同等以上の特異度および感度を保有し
ていることが明らかとなり、鼻疽検査法において
従来法にとって代わる血清学的試験となることが
期待される、と演者らは発表した。
　鼻疽の診断法において、演者らが指摘するよう
にCFTでは一定の割合で偽陽性あるいは偽陰性と
判定されることが報告されているが、多検体処理
が可能な点からCFTは依然として広く使用されて
いるスクリーニング検査法である。CFT結果が偽
陽性であれば、その後にウエスタンブロッティン
グ法などの確認検査が実施されるため、最終的な
診断結果が正される可能性が残されている。しか
し、偽陰性であった際は、鼻疽特有の症状を呈して
いるなどの事情がないかぎり、その時点で検査は
終了になる。それ以降、当該馬は鼻疽伝播リスクの
高いウマとしては扱わないため、スクリーニング
検査における偽陰性は感染症拡大の一因になりか
ねないため、偽陽性に比べより重要視すべきであ
ると考えられる。そのような観点から本発表を考
察すると、CFT陰性かつELISA陽性であった108検
体のうち60検体がウエスタンブロッティング法

にて陽性であった点が最も重要であり、本ELISAが
CFTに比較して優位になり得る部分である。CFTに
取って代わる検査法となり得るかどうかを判断す
るために、今後、より多くの血清を用いた本ELISA
の検証が待たれる。

○Strangles Outbreak in Horses in Singapore 
(2016)
Z. Y. Tan (Agri-Food and Veterinary Authority of 
Singapore)
　Streptococcus equi subsp. equiが原因となる腺
疫は、ウマでは病原性が高く伝播しやすい上気道
疾患であり、他のウマ科動物においても罹患率お
よび致死率が高いことが知られている。本菌の伝
播には、原因菌が含まれる鼻汁などによる直接的
な経鼻あるいは経口感染と、水桶や馬装具などを
介した間接的な経路がある。本研究では、2016年1
月にシンガポールターフクラブで発生した腺疫事
例で分離されたS.  equiに対してMult i - locus  
sequencing typing (MLST) および全ゲノムシーク
エンシング (WGS) を用いたゲノム解析の結果を
報告する。
　本研究では、6頭の有症状馬およびこれらの馬
の同居馬を含む158頭の接触馬から鼻咽頭スワ
ブ、喉嚢洗浄液および膿瘍スワブを採材し、選択培
地 (羊血液加CAN培地) で細菌分離を試みた。培地
上に発育した細菌は、eqbE遺伝子を標的とする
TaqMan qPCRにより菌種の確認を行った。今回の
腺疫発生事例で分離された菌株および、2010年お
よび2011年に分離された計5株 に対して、抗貪食
作用を持つM様蛋白質 (SeM) の塩基配列によるサ
ブタイピングを実施し、PubMLSTデータベースに
登録されている情報と比較した。さらに、それらの
菌株間の関係を評価するためにWGSを実施し、系
統樹解析を行った。
　症例馬2頭および接触馬2頭からの分離菌は特
異的PCRにてS. equiであることが確認された。SeM
遺伝子のシークエンスにより、上記の4頭から分
離したS. equiはすべてSeM アレル100を保有して
いたため、これらの馬は、同一株による感染であっ
たことが疑われた。加えて、WGSを用いた系統樹
解析においても、これらの株の由来は同一である

ことが示された。しかし、興味深いことに、2011年
および2012年に分離されたS. equi 5株のうち4株
は、2016年の症例と同様にSeMアレル100を保有
していたものの、2016年の症例株との明らかな関
連は見られなかった。本研究におけるこれらの結
果は、シンガポールにおける腺疫症例から分離し
たS. equiにおける初めてのゲノム解析結果であ
る、と演者は発表した。
　SeM遺伝子配列による型別は、S. equiにおいて
しばしば使用される手法であり、遺伝的多様性も
高いと報告されている。しかし、SeM遺伝子配列が
1つの遺伝子のみを使用することに比べて、WGS
は2000個あまりの遺伝子を同時に比較すること
が可能なため、演者らが得たように、同一のSeMア
レルであったとしてもWGSによって関連性がよ
り明確になることは必然であろう。S. equiのWGS
情報は、国際塩基配列データベースに2019年6月
時点で236件ほど登録されており、同菌種のシー
クエンス解析を精力的に実施しているグループも
あるため、今後もその数は増加していくと考えら
れ、分離地域や分離年などの背景情報が蓄積され
ることによって、S. equiのWGS解析は今後より有
益になっていくものと考えられる。また、WGS実
施の手間あるいはコストは年々減少しており、分
離が困難なLawsonia intracellularisなどの菌種を
除いて、一般的な細菌についてはWGSによる遺伝
子型別が今後は必然になると考えられ、当研究室
においてもゲノムシークエンスおよびその後の解
析という一連の手法を確立する必要を改めて感じ
た。

○Genetic Characterization and Antimicrobial 
Resistance of  C lostr idium diffici le  from 
Slaughtered Cattle in Korea
H. Y. Kim (Animal and Plant Quarantine Agency)

　Clostridium difficileは、ヒトを含む様々な動物種
において重要な病原体であると考えられており、
その発生率は増加傾向にある。C. difficileは、肉製品
から分離されることが多く、動物からヒトへの感
染源になることが懸念されている。そのため、家畜
がC. difficileの感染源としてどの程度の影響がある
のか正しく評価することが求められている。本研

究の目的は、食肉処理場に搬入された成牛におけ
るC. difficile保有率の評価および分離株の遺伝的解
析を実施することである。
　韓国において、食肉処理場に搬入された成牛か
ら採材した慢性病変350検体を使用し、C. difficile
の分離を試みた。検体の採取は、2012年3月～
2013年1月にかけて、7施設において16～99ヶ月
齢の成牛から行った。C. difficileの菌分離は、採取材
料を96%エタノールに混和し、室温で50分間ゆる
やかに振盪した。その後、BBLTM Clostr id ium 
difficile選択培地 (CDSA) に接種し、嫌気培養にて
37°Cで72時間培養した。それと同時に、エンリッ
チメント培養も過去の報告に沿って実施した。ま
た、PCR法によって、各種毒素遺伝子 (tcdA, tcdB, 
cdtAおよびcdtB)、tcdC遺伝子の欠失、PCRリボタイ
ピングおよびMLSTを実施した。
　本研究では、8.3% (350検体中29検体) からC. 
difficileが分離された。毒素遺伝子の内訳は図6に
示すように、A+B+CDT+が17.2%であり、A+B+CDT
－が55.2%であった。検査検体に対する毒素産生
株の割合は6.0% (350検体中21検体) であり、ヨー
ロッパで同様の調査を行った際の6.9～9.9%とい
う分離率とほぼ同等であった。さらに、これらの分
離株は21種のPCRリボタイピングおよび22種の
シークエンスタイプに分類され、全体の7割以上
は韓国におけるヒト症例から分離されたことのあ
る型別と一致した。また、ヒトにおいて強毒株と考
えられる型別やこれまでに報告のないシークエン
スタイプも本研究にて分離されており、ヒトと家

畜間の伝播を考慮する際に重要なデータとなっ
た。本研究は、韓国の食肉処理場に搬入された成牛
のC. difficile分離率に関する初めての調査であり、
精肉が与えるC. diffcileの潜在的な感染リスクを明
らかにした、と報告された。
　近年では、ヒト、動物および環境の健康は相互に
関連しており、これら全体の健康維持に向けた取
り組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がると
いう”One Health” の理念が提唱されている。本報
告における牛精肉に対するC. difficile分離調査もそ
の理念のもとで、ヒトおよび動物間の関係を明ら
かにすることを目的として実施されている。C. 
difficileは、ウマにおける腸炎の原因として重要で
あり、その致死率は依然として高い。ウマとヒトの
関係においては、一部両者に共通する遺伝子型が
分離されることが知られているが、ウマからヒト、
あるいはヒトからウマへの直接的なC. difficile伝播
については不明な点が多い。現状、ウマにおけるC. 
difficile感染症を減少させるためには、“ウマとヒ
ト”よりも“ウマと環境”についてOne Health的なア
プローチをすることが重要であると考える。

図5　L. intracellularis のMLVA による系統樹
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概要
　世界獣医検査診断者学会 (International symposium 
of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians: ISWAVLD) は、質の高い獣医療診
断法を世界中に普及させ、それによって、動物およ
び人の健康を改善することを目的としており、獣
医療域における検査法あるいは診断法を報告する
ことに特化した国際学会である。本学会は、1977
年にメキシコにおいて始まり、その後は数年ごと 
(近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今回で第
19回目となる。WAVLD 2019は令和元年6月19日
から22日までの4日間、タイ王国チェンマイにお
いて開催された。今開催地であるチェンマイは、バ
ンコクに次ぐタイ第2の都市であり、古くは首都
が置かれていたこともあり、当時の文化を今に伝
える寺院が多く点在し、その美しさから「北方のバ
ラ」と呼ばれている。
　WAVLD 2019は、The Empress Hotelを会場と
して、200を超える演題発表が行われた (図1)。昨
年からアフリカ豚コレラが中国を中心に流行して
おり、参加している獣医師などによって感染症を
持ち込ませず、さらに自国へ持ち帰らせないよう
に、会場の入り口には注意看板と消毒槽が設置さ
れていたことが印象的であった (図2および3)。本
学会における発表演題は、ウマのみならずイヌや
ネコ、さらには開催地にちなみゾウの感染症に関
する演題など、獣医領域における幅広い感染症が
報告された。そのため、ウマ以外の動物種における
発表も多かったが、個別の感染症検査法は、基礎的
にウマの検査法と大部分が共通し、獣医療で現在

取り組まれている各種感染症に対して様々な情報
を得られる点において優れた学会である。ウマの
感染症については、鼻疽や腺疫など、日本における
発生が全くない、あるいは稀な病原菌に関する発
表がなされており、世界各地における情報を得る
貴重な場であった。
　また、本学会では国際獣疫事務局 ( O I E：

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

International Epizootic Office) 主催のセミナーが
開催された。本年度は、検査室の“質”を管理する際
のコストと利益のバランスや、検査室器材の維持、
管理および修理について、検査業務におけるデー
タベース、分類、標準化あるいはITインフラに関し
て、といった検査業務の質を底上げする重要性に
言及する内容が多かった。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　筆者が口頭発表した内容を以下に示す。

○Multi-locus variable number tandem repeats 

ana lys i s  (MLVA)  を用いた国内繋養馬由来
Lawsonia intracellularisの遺伝子タイピング

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Lawsonia intracellularisは、ブタの増殖性腸症と
して古くから知られているが、近年では、ウマの増
殖性腸症の症例が多く報告されている。L .  
intracellularisは偏性細胞内寄生菌であり人工培地
で発育させることができないため、培養を経ずに
L. intracellularisの遺伝子タイピングが可能である
Multi-locus variable number tandem repeats 
analysis (MLVA) がしばしば使用されている。本研
究では、国内繋養馬とブタおよび野生動物から採
材した材料を用いてMLVAを実施し、海外の報告
と型別を比較した。
　材料として、2012年～2018年に国内で採材し
た104検体の糞便あるいは腸粘膜を用いた。その
内訳は、ウマの糞便が89検体、ブタの増殖性腸症
例の粘膜が7検体、L. intracellularis感染馬の牧場周
辺で採材された野生ウサギ、ネズミおよびタヌキ
検体がそれぞれ5検体、2検体、および1検体であっ
た。MLVAは、既報に若干の変更を加えて実施し
た。すなわち、既報4種類のPCRプライマーセット
のうち、2プライマーセットは我々の施設では機
能しなかったため、同領域を標的とする新たな2
プライマーセットを作製した。各検体の遺伝的距
離としてマンハッタン距離を計算し、MEGA5.03
ソフトウェアを用いて近隣結合法 (1,000回の
ブートストラップ) による系統樹を作製した。
　得られた系統樹から、L. intracellularisの遺伝型
は、ブタグループとウマグループで明確に区別さ
れ、国内のブタグループは国外のブタグループと
は区別できなかった (図5)。このことは、ウマの増
殖性腸症の原因となっているL. intracellularisが、
直接的にブタ由来のL. intracellularisと関連してい
ないことを示している。国内繋養馬の遺伝型は、基
本的に分離年および分離地域と関連していた。ま
た、国外繋養馬および野生動物 (ウサギ、ネズミ、タ
ヌキ) は、国内繋養馬と同じクラスターに分類され
ていたが、一部の国内繋養馬検体だけでクラス
ターが構成されるものがあるため、これらの遺伝
型はウマあるいは日本に特異的な遺伝型である可
能性があると報告した。

　発表後、ウマと同じグループに分類された野生
動物は臨床症状を示していたのかどうか、ウマに
おけるローソニア感染症の頻度などについて質問
があり、各質問に対して、野生動物はウマが飼育さ
れている牧場のそばで捕獲したが明らかな臨床症
状は呈していなかったこと、ウマにおけるローソ
ニア感染症は近年認知される件数が増えており、
日本においては10年ほど前から確認され始めた
という内容を回答した。

　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。

○A New Assay for Glanders Diagnosis
K. Laroucau (Animal health laboratory)

　鼻疽は、グラム陰性細菌のBurkholderia malleiに
よる人獣共通感染症である。ウマ科動物の血清学
的試験として、補体結合反応 (Comp lement  
fixation test, CFT) が最も使用されているが、CFT
の誤判定によってもたらされる結果は深刻であ
る。すなわち、偽陽性 (筆者注：真の陰性であるが、
検査結果が陽性になること) は、診断者、動物およ
び動物のオーナーに不要な不利益をもたらし、偽
陰性 (筆者注：真の陽性であるが、検査結果が陰性
になること) では、検査によって感染症を摘発でき
ずに、感染症が拡大する実際の脅威となる可能性
が高まるということである。
　ID Screen Glanders ELISAは、中程度に精製した
鼻疽菌抗原を用いた間接ELISAである。本ELISAの
特異度を確認するため、鼻疽の清浄地域 (フラン
ス、アイルランドおよびドイツ) のワクチン未接種

馬血清640検体、ロバ血清10検体およびラバ血清
1検体を用いて評価した。また、感度については、
鼻疽の流行地域から採材したウマ血清302検体 
(ブラジルおよびパキスタンからそれぞれ253お
よび49検体) を使用して評価した。ELISAの結果
は、血清学的試験 (CFT、ウエスタンブロッティン
グ法) および菌分離と比較した。
　本ELISA法の特異度は、疑陽性検体 (筆者注：陽
性とも陰性とも判断できない検体) を陽性に加え
た際は99.7% (95%信頼区間：98.9 ‒ 99.9%) であ
り、陰性に加えた際は99.4% (95%信頼区間：98.4 
‒ 99.8%) であった。鼻疽発生地域の牧場から採材
した302検体のうち、従来法であるCFTでは27検
体が陽性および46検体が疑陽性であったが、本
ELISA法では176検体が陽性であった。CFTが陰性
かつELISA陽性であった108検体に対してウエス
タンブロッティング法を実施したところ、60検体
が陽性、33検体は陰性であり、残りの15検体は判
定が困難であった。
　本研究の結果から、今後より広範な妥当性検証
が必要ではあるものの、本ELISA法は、従来の血清
学的試験と同等以上の特異度および感度を保有し
ていることが明らかとなり、鼻疽検査法において
従来法にとって代わる血清学的試験となることが
期待される、と演者らは発表した。
　鼻疽の診断法において、演者らが指摘するよう
にCFTでは一定の割合で偽陽性あるいは偽陰性と
判定されることが報告されているが、多検体処理
が可能な点からCFTは依然として広く使用されて
いるスクリーニング検査法である。CFT結果が偽
陽性であれば、その後にウエスタンブロッティン
グ法などの確認検査が実施されるため、最終的な
診断結果が正される可能性が残されている。しか
し、偽陰性であった際は、鼻疽特有の症状を呈して
いるなどの事情がないかぎり、その時点で検査は
終了になる。それ以降、当該馬は鼻疽伝播リスクの
高いウマとしては扱わないため、スクリーニング
検査における偽陰性は感染症拡大の一因になりか
ねないため、偽陽性に比べより重要視すべきであ
ると考えられる。そのような観点から本発表を考
察すると、CFT陰性かつELISA陽性であった108検
体のうち60検体がウエスタンブロッティング法

にて陽性であった点が最も重要であり、本ELISAが
CFTに比較して優位になり得る部分である。CFTに
取って代わる検査法となり得るかどうかを判断す
るために、今後、より多くの血清を用いた本ELISA
の検証が待たれる。

○Strangles Outbreak in Horses in Singapore 
(2016)
Z. Y. Tan (Agri-Food and Veterinary Authority of 
Singapore)
　Streptococcus equi subsp. equiが原因となる腺
疫は、ウマでは病原性が高く伝播しやすい上気道
疾患であり、他のウマ科動物においても罹患率お
よび致死率が高いことが知られている。本菌の伝
播には、原因菌が含まれる鼻汁などによる直接的
な経鼻あるいは経口感染と、水桶や馬装具などを
介した間接的な経路がある。本研究では、2016年1
月にシンガポールターフクラブで発生した腺疫事
例で分離されたS.  equiに対してMult i - locus  
sequencing typing (MLST) および全ゲノムシーク
エンシング (WGS) を用いたゲノム解析の結果を
報告する。
　本研究では、6頭の有症状馬およびこれらの馬
の同居馬を含む158頭の接触馬から鼻咽頭スワ
ブ、喉嚢洗浄液および膿瘍スワブを採材し、選択培
地 (羊血液加CAN培地) で細菌分離を試みた。培地
上に発育した細菌は、eqbE遺伝子を標的とする
TaqMan qPCRにより菌種の確認を行った。今回の
腺疫発生事例で分離された菌株および、2010年お
よび2011年に分離された計5株 に対して、抗貪食
作用を持つM様蛋白質 (SeM) の塩基配列によるサ
ブタイピングを実施し、PubMLSTデータベースに
登録されている情報と比較した。さらに、それらの
菌株間の関係を評価するためにWGSを実施し、系
統樹解析を行った。
　症例馬2頭および接触馬2頭からの分離菌は特
異的PCRにてS. equiであることが確認された。SeM
遺伝子のシークエンスにより、上記の4頭から分
離したS. equiはすべてSeM アレル100を保有して
いたため、これらの馬は、同一株による感染であっ
たことが疑われた。加えて、WGSを用いた系統樹
解析においても、これらの株の由来は同一である

ことが示された。しかし、興味深いことに、2011年
および2012年に分離されたS. equi 5株のうち4株
は、2016年の症例と同様にSeMアレル100を保有
していたものの、2016年の症例株との明らかな関
連は見られなかった。本研究におけるこれらの結
果は、シンガポールにおける腺疫症例から分離し
たS. equiにおける初めてのゲノム解析結果であ
る、と演者は発表した。
　SeM遺伝子配列による型別は、S. equiにおいて
しばしば使用される手法であり、遺伝的多様性も
高いと報告されている。しかし、SeM遺伝子配列が
1つの遺伝子のみを使用することに比べて、WGS
は2000個あまりの遺伝子を同時に比較すること
が可能なため、演者らが得たように、同一のSeMア
レルであったとしてもWGSによって関連性がよ
り明確になることは必然であろう。S. equiのWGS
情報は、国際塩基配列データベースに2019年6月
時点で236件ほど登録されており、同菌種のシー
クエンス解析を精力的に実施しているグループも
あるため、今後もその数は増加していくと考えら
れ、分離地域や分離年などの背景情報が蓄積され
ることによって、S. equiのWGS解析は今後より有
益になっていくものと考えられる。また、WGS実
施の手間あるいはコストは年々減少しており、分
離が困難なLawsonia intracellularisなどの菌種を
除いて、一般的な細菌についてはWGSによる遺伝
子型別が今後は必然になると考えられ、当研究室
においてもゲノムシークエンスおよびその後の解
析という一連の手法を確立する必要を改めて感じ
た。

○Genetic Characterization and Antimicrobial 
Resistance of  C lostr idium diffici le  from 
Slaughtered Cattle in Korea
H. Y. Kim (Animal and Plant Quarantine Agency)

　Clostridium difficileは、ヒトを含む様々な動物種
において重要な病原体であると考えられており、
その発生率は増加傾向にある。C. difficileは、肉製品
から分離されることが多く、動物からヒトへの感
染源になることが懸念されている。そのため、家畜
がC. difficileの感染源としてどの程度の影響がある
のか正しく評価することが求められている。本研

究の目的は、食肉処理場に搬入された成牛におけ
るC. difficile保有率の評価および分離株の遺伝的解
析を実施することである。
　韓国において、食肉処理場に搬入された成牛か
ら採材した慢性病変350検体を使用し、C. difficile
の分離を試みた。検体の採取は、2012年3月～
2013年1月にかけて、7施設において16～99ヶ月
齢の成牛から行った。C. difficileの菌分離は、採取材
料を96%エタノールに混和し、室温で50分間ゆる
やかに振盪した。その後、BBLTM Clostr id ium 
difficile選択培地 (CDSA) に接種し、嫌気培養にて
37°Cで72時間培養した。それと同時に、エンリッ
チメント培養も過去の報告に沿って実施した。ま
た、PCR法によって、各種毒素遺伝子 (tcdA, tcdB, 
cdtAおよびcdtB)、tcdC遺伝子の欠失、PCRリボタイ
ピングおよびMLSTを実施した。
　本研究では、8.3% (350検体中29検体) からC. 
difficileが分離された。毒素遺伝子の内訳は図6に
示すように、A+B+CDT+が17.2%であり、A+B+CDT
－が55.2%であった。検査検体に対する毒素産生
株の割合は6.0% (350検体中21検体) であり、ヨー
ロッパで同様の調査を行った際の6.9～9.9%とい
う分離率とほぼ同等であった。さらに、これらの分
離株は21種のPCRリボタイピングおよび22種の
シークエンスタイプに分類され、全体の7割以上
は韓国におけるヒト症例から分離されたことのあ
る型別と一致した。また、ヒトにおいて強毒株と考
えられる型別やこれまでに報告のないシークエン
スタイプも本研究にて分離されており、ヒトと家

畜間の伝播を考慮する際に重要なデータとなっ
た。本研究は、韓国の食肉処理場に搬入された成牛
のC. difficile分離率に関する初めての調査であり、
精肉が与えるC. diffcileの潜在的な感染リスクを明
らかにした、と報告された。
　近年では、ヒト、動物および環境の健康は相互に
関連しており、これら全体の健康維持に向けた取
り組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がると
いう”One Health” の理念が提唱されている。本報
告における牛精肉に対するC. difficile分離調査もそ
の理念のもとで、ヒトおよび動物間の関係を明ら
かにすることを目的として実施されている。C. 
difficileは、ウマにおける腸炎の原因として重要で
あり、その致死率は依然として高い。ウマとヒトの
関係においては、一部両者に共通する遺伝子型が
分離されることが知られているが、ウマからヒト、
あるいはヒトからウマへの直接的なC. difficile伝播
については不明な点が多い。現状、ウマにおけるC. 
difficile感染症を減少させるためには、“ウマとヒ
ト”よりも“ウマと環境”についてOne Health的なア
プローチをすることが重要であると考える。
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概要
　世界獣医検査診断者学会 (International symposium 
of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians: ISWAVLD) は、質の高い獣医療診
断法を世界中に普及させ、それによって、動物およ
び人の健康を改善することを目的としており、獣
医療域における検査法あるいは診断法を報告する
ことに特化した国際学会である。本学会は、1977
年にメキシコにおいて始まり、その後は数年ごと 
(近年は2年ごと) に世界各国で開催され、今回で第
19回目となる。WAVLD 2019は令和元年6月19日
から22日までの4日間、タイ王国チェンマイにお
いて開催された。今開催地であるチェンマイは、バ
ンコクに次ぐタイ第2の都市であり、古くは首都
が置かれていたこともあり、当時の文化を今に伝
える寺院が多く点在し、その美しさから「北方のバ
ラ」と呼ばれている。
　WAVLD 2019は、The Empress Hotelを会場と
して、200を超える演題発表が行われた (図1)。昨
年からアフリカ豚コレラが中国を中心に流行して
おり、参加している獣医師などによって感染症を
持ち込ませず、さらに自国へ持ち帰らせないよう
に、会場の入り口には注意看板と消毒槽が設置さ
れていたことが印象的であった (図2および3)。本
学会における発表演題は、ウマのみならずイヌや
ネコ、さらには開催地にちなみゾウの感染症に関
する演題など、獣医領域における幅広い感染症が
報告された。そのため、ウマ以外の動物種における
発表も多かったが、個別の感染症検査法は、基礎的
にウマの検査法と大部分が共通し、獣医療で現在

取り組まれている各種感染症に対して様々な情報
を得られる点において優れた学会である。ウマの
感染症については、鼻疽や腺疫など、日本における
発生が全くない、あるいは稀な病原菌に関する発
表がなされており、世界各地における情報を得る
貴重な場であった。
　また、本学会では国際獣疫事務局 ( O I E：

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

International Epizootic Office) 主催のセミナーが
開催された。本年度は、検査室の“質”を管理する際
のコストと利益のバランスや、検査室器材の維持、
管理および修理について、検査業務におけるデー
タベース、分類、標準化あるいはITインフラに関し
て、といった検査業務の質を底上げする重要性に
言及する内容が多かった。
　以上のように本学会は、世界の獣医療検査に携
わる研究者が一堂に会する場であり、さらに日本
国内では発生が稀もしくは全くないために研究が
なされていない疾病についても多く発表されてお
り、自らの研究成果の公表の場としてのみならず、
海外の研究者との情報交換の場としても非常に有
益であった。

　筆者が口頭発表した内容を以下に示す。

○Multi-locus variable number tandem repeats 

ana lys i s  (MLVA)  を用いた国内繋養馬由来
Lawsonia intracellularisの遺伝子タイピング

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Lawsonia intracellularisは、ブタの増殖性腸症と
して古くから知られているが、近年では、ウマの増
殖性腸症の症例が多く報告されている。L .  
intracellularisは偏性細胞内寄生菌であり人工培地
で発育させることができないため、培養を経ずに
L. intracellularisの遺伝子タイピングが可能である
Multi-locus variable number tandem repeats 
analysis (MLVA) がしばしば使用されている。本研
究では、国内繋養馬とブタおよび野生動物から採
材した材料を用いてMLVAを実施し、海外の報告
と型別を比較した。
　材料として、2012年～2018年に国内で採材し
た104検体の糞便あるいは腸粘膜を用いた。その
内訳は、ウマの糞便が89検体、ブタの増殖性腸症
例の粘膜が7検体、L. intracellularis感染馬の牧場周
辺で採材された野生ウサギ、ネズミおよびタヌキ
検体がそれぞれ5検体、2検体、および1検体であっ
た。MLVAは、既報に若干の変更を加えて実施し
た。すなわち、既報4種類のPCRプライマーセット
のうち、2プライマーセットは我々の施設では機
能しなかったため、同領域を標的とする新たな2
プライマーセットを作製した。各検体の遺伝的距
離としてマンハッタン距離を計算し、MEGA5.03
ソフトウェアを用いて近隣結合法 (1,000回の
ブートストラップ) による系統樹を作製した。
　得られた系統樹から、L. intracellularisの遺伝型
は、ブタグループとウマグループで明確に区別さ
れ、国内のブタグループは国外のブタグループと
は区別できなかった (図5)。このことは、ウマの増
殖性腸症の原因となっているL. intracellularisが、
直接的にブタ由来のL. intracellularisと関連してい
ないことを示している。国内繋養馬の遺伝型は、基
本的に分離年および分離地域と関連していた。ま
た、国外繋養馬および野生動物 (ウサギ、ネズミ、タ
ヌキ) は、国内繋養馬と同じクラスターに分類され
ていたが、一部の国内繋養馬検体だけでクラス
ターが構成されるものがあるため、これらの遺伝
型はウマあるいは日本に特異的な遺伝型である可
能性があると報告した。

　発表後、ウマと同じグループに分類された野生
動物は臨床症状を示していたのかどうか、ウマに
おけるローソニア感染症の頻度などについて質問
があり、各質問に対して、野生動物はウマが飼育さ
れている牧場のそばで捕獲したが明らかな臨床症
状は呈していなかったこと、ウマにおけるローソ
ニア感染症は近年認知される件数が増えており、
日本においては10年ほど前から確認され始めた
という内容を回答した。

　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。

○A New Assay for Glanders Diagnosis
K. Laroucau (Animal health laboratory)

　鼻疽は、グラム陰性細菌のBurkholderia malleiに
よる人獣共通感染症である。ウマ科動物の血清学
的試験として、補体結合反応 (Comp lement  
fixation test, CFT) が最も使用されているが、CFT
の誤判定によってもたらされる結果は深刻であ
る。すなわち、偽陽性 (筆者注：真の陰性であるが、
検査結果が陽性になること) は、診断者、動物およ
び動物のオーナーに不要な不利益をもたらし、偽
陰性 (筆者注：真の陽性であるが、検査結果が陰性
になること) では、検査によって感染症を摘発でき
ずに、感染症が拡大する実際の脅威となる可能性
が高まるということである。
　ID Screen Glanders ELISAは、中程度に精製した
鼻疽菌抗原を用いた間接ELISAである。本ELISAの
特異度を確認するため、鼻疽の清浄地域 (フラン
ス、アイルランドおよびドイツ) のワクチン未接種

馬血清640検体、ロバ血清10検体およびラバ血清
1検体を用いて評価した。また、感度については、
鼻疽の流行地域から採材したウマ血清302検体 
(ブラジルおよびパキスタンからそれぞれ253お
よび49検体) を使用して評価した。ELISAの結果
は、血清学的試験 (CFT、ウエスタンブロッティン
グ法) および菌分離と比較した。
　本ELISA法の特異度は、疑陽性検体 (筆者注：陽
性とも陰性とも判断できない検体) を陽性に加え
た際は99.7% (95%信頼区間：98.9 ‒ 99.9%) であ
り、陰性に加えた際は99.4% (95%信頼区間：98.4 
‒ 99.8%) であった。鼻疽発生地域の牧場から採材
した302検体のうち、従来法であるCFTでは27検
体が陽性および46検体が疑陽性であったが、本
ELISA法では176検体が陽性であった。CFTが陰性
かつELISA陽性であった108検体に対してウエス
タンブロッティング法を実施したところ、60検体
が陽性、33検体は陰性であり、残りの15検体は判
定が困難であった。
　本研究の結果から、今後より広範な妥当性検証
が必要ではあるものの、本ELISA法は、従来の血清
学的試験と同等以上の特異度および感度を保有し
ていることが明らかとなり、鼻疽検査法において
従来法にとって代わる血清学的試験となることが
期待される、と演者らは発表した。
　鼻疽の診断法において、演者らが指摘するよう
にCFTでは一定の割合で偽陽性あるいは偽陰性と
判定されることが報告されているが、多検体処理
が可能な点からCFTは依然として広く使用されて
いるスクリーニング検査法である。CFT結果が偽
陽性であれば、その後にウエスタンブロッティン
グ法などの確認検査が実施されるため、最終的な
診断結果が正される可能性が残されている。しか
し、偽陰性であった際は、鼻疽特有の症状を呈して
いるなどの事情がないかぎり、その時点で検査は
終了になる。それ以降、当該馬は鼻疽伝播リスクの
高いウマとしては扱わないため、スクリーニング
検査における偽陰性は感染症拡大の一因になりか
ねないため、偽陽性に比べより重要視すべきであ
ると考えられる。そのような観点から本発表を考
察すると、CFT陰性かつELISA陽性であった108検
体のうち60検体がウエスタンブロッティング法

にて陽性であった点が最も重要であり、本ELISAが
CFTに比較して優位になり得る部分である。CFTに
取って代わる検査法となり得るかどうかを判断す
るために、今後、より多くの血清を用いた本ELISA
の検証が待たれる。

○Strangles Outbreak in Horses in Singapore 
(2016)
Z. Y. Tan (Agri-Food and Veterinary Authority of 
Singapore)
　Streptococcus equi subsp. equiが原因となる腺
疫は、ウマでは病原性が高く伝播しやすい上気道
疾患であり、他のウマ科動物においても罹患率お
よび致死率が高いことが知られている。本菌の伝
播には、原因菌が含まれる鼻汁などによる直接的
な経鼻あるいは経口感染と、水桶や馬装具などを
介した間接的な経路がある。本研究では、2016年1
月にシンガポールターフクラブで発生した腺疫事
例で分離されたS.  equiに対してMult i - locus  
sequencing typing (MLST) および全ゲノムシーク
エンシング (WGS) を用いたゲノム解析の結果を
報告する。
　本研究では、6頭の有症状馬およびこれらの馬
の同居馬を含む158頭の接触馬から鼻咽頭スワ
ブ、喉嚢洗浄液および膿瘍スワブを採材し、選択培
地 (羊血液加CAN培地) で細菌分離を試みた。培地
上に発育した細菌は、eqbE遺伝子を標的とする
TaqMan qPCRにより菌種の確認を行った。今回の
腺疫発生事例で分離された菌株および、2010年お
よび2011年に分離された計5株 に対して、抗貪食
作用を持つM様蛋白質 (SeM) の塩基配列によるサ
ブタイピングを実施し、PubMLSTデータベースに
登録されている情報と比較した。さらに、それらの
菌株間の関係を評価するためにWGSを実施し、系
統樹解析を行った。
　症例馬2頭および接触馬2頭からの分離菌は特
異的PCRにてS. equiであることが確認された。SeM
遺伝子のシークエンスにより、上記の4頭から分
離したS. equiはすべてSeM アレル100を保有して
いたため、これらの馬は、同一株による感染であっ
たことが疑われた。加えて、WGSを用いた系統樹
解析においても、これらの株の由来は同一である

ことが示された。しかし、興味深いことに、2011年
および2012年に分離されたS. equi 5株のうち4株
は、2016年の症例と同様にSeMアレル100を保有
していたものの、2016年の症例株との明らかな関
連は見られなかった。本研究におけるこれらの結
果は、シンガポールにおける腺疫症例から分離し
たS. equiにおける初めてのゲノム解析結果であ
る、と演者は発表した。
　SeM遺伝子配列による型別は、S. equiにおいて
しばしば使用される手法であり、遺伝的多様性も
高いと報告されている。しかし、SeM遺伝子配列が
1つの遺伝子のみを使用することに比べて、WGS
は2000個あまりの遺伝子を同時に比較すること
が可能なため、演者らが得たように、同一のSeMア
レルであったとしてもWGSによって関連性がよ
り明確になることは必然であろう。S. equiのWGS
情報は、国際塩基配列データベースに2019年6月
時点で236件ほど登録されており、同菌種のシー
クエンス解析を精力的に実施しているグループも
あるため、今後もその数は増加していくと考えら
れ、分離地域や分離年などの背景情報が蓄積され
ることによって、S. equiのWGS解析は今後より有
益になっていくものと考えられる。また、WGS実
施の手間あるいはコストは年々減少しており、分
離が困難なLawsonia intracellularisなどの菌種を
除いて、一般的な細菌についてはWGSによる遺伝
子型別が今後は必然になると考えられ、当研究室
においてもゲノムシークエンスおよびその後の解
析という一連の手法を確立する必要を改めて感じ
た。

○Genetic Characterization and Antimicrobial 
Resistance of  C lostr idium diffici le  from 
Slaughtered Cattle in Korea
H. Y. Kim (Animal and Plant Quarantine Agency)

　Clostridium difficileは、ヒトを含む様々な動物種
において重要な病原体であると考えられており、
その発生率は増加傾向にある。C. difficileは、肉製品
から分離されることが多く、動物からヒトへの感
染源になることが懸念されている。そのため、家畜
がC. difficileの感染源としてどの程度の影響がある
のか正しく評価することが求められている。本研

究の目的は、食肉処理場に搬入された成牛におけ
るC. difficile保有率の評価および分離株の遺伝的解
析を実施することである。
　韓国において、食肉処理場に搬入された成牛か
ら採材した慢性病変350検体を使用し、C. difficile
の分離を試みた。検体の採取は、2012年3月～
2013年1月にかけて、7施設において16～99ヶ月
齢の成牛から行った。C. difficileの菌分離は、採取材
料を96%エタノールに混和し、室温で50分間ゆる
やかに振盪した。その後、BBLTM Clostr id ium 
difficile選択培地 (CDSA) に接種し、嫌気培養にて
37°Cで72時間培養した。それと同時に、エンリッ
チメント培養も過去の報告に沿って実施した。ま
た、PCR法によって、各種毒素遺伝子 (tcdA, tcdB, 
cdtAおよびcdtB)、tcdC遺伝子の欠失、PCRリボタイ
ピングおよびMLSTを実施した。
　本研究では、8.3% (350検体中29検体) からC. 
difficileが分離された。毒素遺伝子の内訳は図6に
示すように、A+B+CDT+が17.2%であり、A+B+CDT
－が55.2%であった。検査検体に対する毒素産生
株の割合は6.0% (350検体中21検体) であり、ヨー
ロッパで同様の調査を行った際の6.9～9.9%とい
う分離率とほぼ同等であった。さらに、これらの分
離株は21種のPCRリボタイピングおよび22種の
シークエンスタイプに分類され、全体の7割以上
は韓国におけるヒト症例から分離されたことのあ
る型別と一致した。また、ヒトにおいて強毒株と考
えられる型別やこれまでに報告のないシークエン
スタイプも本研究にて分離されており、ヒトと家

畜間の伝播を考慮する際に重要なデータとなっ
た。本研究は、韓国の食肉処理場に搬入された成牛
のC. difficile分離率に関する初めての調査であり、
精肉が与えるC. diffcileの潜在的な感染リスクを明
らかにした、と報告された。
　近年では、ヒト、動物および環境の健康は相互に
関連しており、これら全体の健康維持に向けた取
り組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がると
いう”One Health” の理念が提唱されている。本報
告における牛精肉に対するC. difficile分離調査もそ
の理念のもとで、ヒトおよび動物間の関係を明ら
かにすることを目的として実施されている。C. 
difficileは、ウマにおける腸炎の原因として重要で
あり、その致死率は依然として高い。ウマとヒトの
関係においては、一部両者に共通する遺伝子型が
分離されることが知られているが、ウマからヒト、
あるいはヒトからウマへの直接的なC. difficile伝播
については不明な点が多い。現状、ウマにおけるC. 
difficile感染症を減少させるためには、“ウマとヒ
ト”よりも“ウマと環境”についてOne Health的なア
プローチをすることが重要であると考える。

図6　分離C. difficile の毒素遺伝子プロファイル
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学 会 報 告

第24回 European College of
Sport Science（ECSS）年次総会に参加して

競走馬総合研究所  運動科学研究室　大村　一・向井和隆

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図1　学会会場のプラハ会議センター外観

図2　学会会場のプラハ会議センター入口

図3　学会会場の最寄り駅（Vysehrad）にも大きな
看板が出ていた。
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　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図4　ポスター発表後に長年共同研究をしている
東京大学の八田教授とディスカッションを行った。
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　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図5　ポスター前での口頭発表の様子（向井）
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　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図6　講演中の北岡准教授（神奈川大学）
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　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。
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　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。
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学 会 報 告

国際ウマ科学会（International Equitation
Science Conference 2019）に参加して

競走馬総合研究所  運動科学研究室　高橋佑治

　令和元年8月18日から8月21日までカナダのオン
タリオ州グエルフ大学で開催された、国際ウマ科学
会（International Equitation Science Conference 2019）
に参加したので、その概要を報告します。
　2019年8月18日から8月21日にカナダにおいて、
国際ウマ科学会（International Equitation Science 
Conference 2019）が開催され、参加した。会場となっ
たグエルフ大学は空港のあるトロントから西にバス
で1時間程度の場所に位置し（図1）、緑豊かなキャン
パスを持つ（図2）。東京ドーム100個分という広大な

土地を持ち、専攻分野は農学、観光学、ホテル学、経済
学、工学など文理問わず幅広い。イギリスの大学評価
機関が毎年公表している世界の大学ランキングQ.S. 
World Rankingによれば、同大学の獣医学は昨年、世
界7位という高い評価を受けている。
　本学会（International Society for Equitation Science; 
ISES）は2002年に設立され、主な目的は、客観的な研
究成果をウマ関係者が応用できるように促進し、ウ
マの福祉やヒトとウマの関係を向上させることであ
る。2005年より毎年1回年次大会が開催されており、
15回目となる今年は「Bringing Science to the Stable(科
学を厩舎に)」というキャッチフレーズの下開催され
た。「ウマと騎乗者」、「馬装具の利用」、「運動と管理」、

「ウマの福祉と生活の質」の４つのセッションに分か
れており、各発表者は本学会のテーマ「Bringing 
science to the stable」に沿って、どのように現場へ還
元するかを発表に入れるよう指示された。口頭発表
はグエルフ大学の前学長を記念して創設された
Rozanski Hall（図3）で開催され、ポスター発表は同
ホールで1分間の口頭発表をした後、軽食を摂りなが
ら、ざっくばらんに質疑に応じるという形であった

（図4）。また、最終日はpractical dayとなっており、各
種センサーの装着方法やウマの調教方法のデモンス
トレーションが行われた（図5）。

　以下に筆者の演題および興味深かった演題につい
て紹介する。

○異なる機能の筋肉における疲労に伴う筋電図変化
高橋佑治ら（JRA競走馬総合研究所）

　疲労に関して理解することは、より効率的なト
レーニングプログラムの作成や故障予防の一助につ
ながると考えられる。我々は以前、疲労に伴い中殿筋
は積分筋電図が低下したことを報告した。また、別の
研究では速歩中の長趾伸筋の積分筋電図は疲労によ
り増加することを報告している。これは、筋肉の機能
の違いを反映している可能性がある。そこで本研究
の目的は、高強度運動により誘因される疲労に伴う
筋電図変化と筋肉の機能の関係を検証することとし
た。
　計15頭（前肢7頭、後肢8頭）の健康なサラブレッド
を用いた。測定対象としたのは、上腕三頭筋、総指伸
筋、尺側手根伸筋、半腱様筋、長趾伸筋、外側趾伸筋、

深趾屈筋とした。3％傾斜トレッドミル上にて、約5分
後に疲労困憊になるように一定速度（12.6-14.8m/s）
で走らせた。ストライド頻度および1完歩分の積分筋
電図を30秒おきに測定し、疲労前と疲労後の値を手
前肢および反手前肢について対応のあるt検定で比
較した。
　ストライド頻度は疲労に伴い有意に低下した（疲
労前2.14 ± 0.04 strides/s、疲労後2.04 ± 0.04 
strides/s, P = 0.008）。半腱様筋の積分筋電図は手前肢

（P=0.019）、反手前肢(P=0.049)で有意に低下し、長趾
伸筋の積分筋電図は反手前肢でのみ(P=0.022)有意に
低下した。これまでの先行研究の結果と合わせて考
えると、疲労にともなう筋電図変化は筋肉の機能と
関連していると考えられた。このことから、股関節伸
展筋群のトレーニングがパフォーマンス向上につな
がる可能性が示唆され、股関節伸展筋群の日々のケ
アが競走馬の福祉向上のためには重要であると考え
られた（図6）。
　ポスター発表中に、「サラブレッド種以外のウマで
も同じ結果が得られると思うか？」という質問を受

けた。同じような運動をすれば種は関係ないと思う
が、馬場馬術のような複雑な動きが要求される競技
では、矢状面以外の動きが多くなるため、結果は異な
るかもしれないと回答した。また、「今後どのように
研究を進めるのか？」という質問も受けたため、動作
解析と組み合わせた研究をすること、および、長趾伸
筋では手前肢と反手前肢で結果が異なったため、手
前肢と反手前肢の筋電図の違いを調べていきたいと
回答した。

○障害馬術におけるトップホースの飛越可否に影響
を与える要素について
K. Nicovaら(Institute oh Animal Science, Czech 
Republic)
　障害馬術競技は、馬術の中でも最も人気のある競
技の一つである。本研究の目的は、競技中の障害飛越
の可否に与える潜在的な要素を調査することであ
る。演者らは、FEI World Cup 2017/2018の大会のビ
デオ映像を13大会分解析した。ウマや騎乗者の年齢、
経験、性別、コース特性（障害のタイプ、障害の順序、
単一障害かコンビネーション障害か）に加えて、障害
に入ってくる経路（右回り、左回り、直線）と、障害飛
越の可否（障害ポールを落とすか否か）の関係性を調
査した。
　解析した障害の総数は320（高さ140-160cm）、飛
越総数は9114回だった。障害は単一障害が6290、2
つのコンビネーション障害が1336、3つのコンビ
ネーション障害が1488であった。また、障害のタイ
プは垂直障害が168、幅障害が152であった。飛越の
失敗率は7.85%であった。障害の順序が飛越の可否に
大きく関与しており、後半に設置されている障害で
前半に設置されている障害よりもポールを落として
いた。これはコースデザイン（前半はウォームアップ
として簡単な障害を並べ、後半に難易度の高い障害
を設置する）によるものか、ウマの疲労によるものだ
と考えられた。障害のタイプに関しては、3本棒また
は壁で作られた垂直障害よりも水壕障害と幅障害で
飛越の失敗が多く認められた。単純な垂直障害の飛
越失敗は6.65%で、コンビネーション障害は21.8%で
あった。また、騎乗者の経験も飛越の可否に関与して
おり、競技への出場回数が多い騎乗者ほど飛越の失
敗は少なかった。その他の要因は、関与しておらず、

飛越経路も関係なかった。
　後半の障害ほど飛越の失敗が多い理由に疲労を挙
げているが、肉体的なものと精神的なもののどちら
が大きく関与すると思うか質問したところ、どちら
も寄与すると思うが、慣れないコースに入場してす
ぐの障害飛越の方が精神的には負荷がかかっている
はずなので、肉体的なものが大きいと思う。ただ、精
神的な疲労を定義するのは難しいので、今後測定す
る方法を検討していくという回答を得た。また、障害
飛越の際も、競馬と同様に、股関節伸展筋群の活動量
が大きいはずなので、疲労したときにこれらの筋活
動量が低下してくることを報告した筆者のポスター
発表にも興味を持っていただいた。演者らが推察す
るとおり、疲労の定義は難しいが、疲労によるパ
フォーマンス低下や故障は、どの競技であれウマ関
係者にとって重大な問題であるため、同様の研究を
行っている研究者と積極的にコミュニケーションを
とって、そのメカニズムに迫り、より良いトレーニン
グ法や馬体のケアを提案できるようにしていきた
い。

○ストレス環境下における同種他個体の影響
C. Ricci-Bonotら（Lincoln University, UK）

　社会的緩衝作用とは、同種他個体が存在するとき
に様々な方法でストレスを軽減させることである。
ウマは高度な社会的動物であるが、時に1頭で飼養さ
れるので、社会的緩衝作用の影響を見るには非常に
良いモデルとなる。そこで本研究は、通常では起こら
ない出来事（例えば、傘が突然開く、見たことのない
大きなボールが目の前に存在するなど）が提示され
る際、共提示（同種他個体がいる場合）と単独提示で、
その反応の程度や通常に戻るまでの回復時間が、ど
のように変化するかを観察した。また、それらの出来
事に慣れた同種他個体がいる場合はさらに効果的な
のかを評価した。32頭のポニーを用い、16頭を被験
者（subject）、16頭を緩衝役（companion）とし、1馬房
に2または3頭の複数頭で飼養した。Subjectは計4回
の試験（大きなボールが目の前に存在する、または傘
が突然開く刺激の単独提示または共提示）をランダ
ムに経験した。それぞれの環境で、生理学的指標（心
拍がベースラインに戻るまでの回復時間と体表面温
度）を測定し、同時に行動学的な反応スコア（０：全く

気にしない5:逃避する）を評価した。統計は一般線形
モデルを用いた。
　Companionの存在は、ボールを提示したときの反
応スコアを有意に減少させたが、傘を開く刺激の提
示では変化を認めなかった。しかしながら、心拍の回
復時間ではこれとは逆の結果で、ボールを提示した
ときはcompanionの存在は変化を認めなかったが、傘
を開く刺激の提示では、companionが存在すると有意
に早く回復していた。また、コンパニオンを刺激に馴
化させたか否かは、反応スコアにも心拍の回復時間
にも影響を与えなかった。これらのことから、ウマに
おいては社会的緩衝作用があることが確認された
が、刺激の種類によって異なることが示唆された。
　日本の競走馬の場合、放牧地のない環境で個別飼
養の上に日々の厳しい調教が課せられ、さらに輸送
が加わることから、競走前後のストレスは非常に高
いと思われる。また、近年では長期で海外遠征に行く
ことも多く、新規環境に対するストレス軽減が重要
性を増している。このような社会的緩衝作用の研究
が進めば、より適切な飼養管理につながるかもしれ
ない。

○ストレスをモニタリングするsmart halterのデモ
ンストレーション

J.R. Schab (PROTEQUUS, USA)
　アメリカとカナダでは820万頭ものウマが飼養さ
れており、そのうち40%近くが競馬などのパフォー
マンスホースとして用いられているため、300万頭
余りが疝痛や寝違えなどの重篤な故障や生命の危機
に直面する可能性がある。特に疝痛は発見が遅れる
と、予後に大きく関わる可能性があるので、迅速な対
応が必要となる。本講義は、心拍数やウマの姿勢が分
かるようなセンサーで、かつ、人工知能（AI）を搭載
し、IoTでオーナーや厩務員の携帯に状況を報告する
機能を持つ「NIGHTWATCH」を紹介するものである。

「NIGHTWATCH」は2オンス程度の重さの革製のホル

ター型センサーで（図7）、頭絡に装着するだけで心拍
数、呼吸数、姿勢が分かるものである。センサーから
レーダーが発射され、血管の動きで心拍数を、頭部の
皮膚のわずかな動きで呼吸数をカウントする。また、
3軸の加速度計、3軸の慣性センサー、3軸の地磁気を
含むため、ウマの姿勢が分かり、ウマが寝転がって回
転する頻度も計測できる。病気とそれ以外の行動パ
ターン、心拍・呼吸パターンを区別するために、AIを
搭載しており、初めに80時間装着していると、AIが学
習して対象馬の通常の動きをインプットするため、
疝痛や寝違えなどの異常行動が起きたときに鑑別す
ることができる。その後、センサーがウマの異常を検
知すれば、管理者の携帯電話にアラームが鳴るよう
に設定されており、迅速にウマの異常を発見できる。
通常時も、各種センサーのパラメーターからウマの
ストレス度を10段階で評価できるオプションもつい
ている。
　IoTやAIは全世界的な流行であるが、本製品は厩舎
関係者のみならず、診療現場でも有効である可能性
がある。上述したように、疝痛は発見が遅れると予後
が悪くなる疾病で、仮に回復手術をしても、術後数日
は予断を許さない。順調に経過をたどっているよう
に見えても、突然痛みが出ることもあるため、このよ
うな製品を導入できれば獣医師の負担も減る可能性
がある。ウマの世界でも確実にIoTやAIといったテク
ノロジーが発展しているため、今後もこの分野の研
究には注目していきたい。

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図1　赤丸；会場があるグエルフ、橙丸；トロントピ
アソン国際空港のあるトロント市街地

図2　グエルフ大学入り口
図3　会場ホールの外観（左）と内部（右）。獣医師、研
究者の他、記者も多く参加していた。
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　令和元年8月18日から8月21日までカナダのオン
タリオ州グエルフ大学で開催された、国際ウマ科学
会（International Equitation Science Conference 2019）
に参加したので、その概要を報告します。
　2019年8月18日から8月21日にカナダにおいて、
国際ウマ科学会（International Equitation Science 
Conference 2019）が開催され、参加した。会場となっ
たグエルフ大学は空港のあるトロントから西にバス
で1時間程度の場所に位置し（図1）、緑豊かなキャン
パスを持つ（図2）。東京ドーム100個分という広大な

土地を持ち、専攻分野は農学、観光学、ホテル学、経済
学、工学など文理問わず幅広い。イギリスの大学評価
機関が毎年公表している世界の大学ランキングQ.S. 
World Rankingによれば、同大学の獣医学は昨年、世
界7位という高い評価を受けている。
　本学会（International Society for Equitation Science; 
ISES）は2002年に設立され、主な目的は、客観的な研
究成果をウマ関係者が応用できるように促進し、ウ
マの福祉やヒトとウマの関係を向上させることであ
る。2005年より毎年1回年次大会が開催されており、
15回目となる今年は「Bringing Science to the Stable(科
学を厩舎に)」というキャッチフレーズの下開催され
た。「ウマと騎乗者」、「馬装具の利用」、「運動と管理」、

「ウマの福祉と生活の質」の４つのセッションに分か
れており、各発表者は本学会のテーマ「Bringing 
science to the stable」に沿って、どのように現場へ還
元するかを発表に入れるよう指示された。口頭発表
はグエルフ大学の前学長を記念して創設された
Rozanski Hall（図3）で開催され、ポスター発表は同
ホールで1分間の口頭発表をした後、軽食を摂りなが
ら、ざっくばらんに質疑に応じるという形であった

（図4）。また、最終日はpractical dayとなっており、各
種センサーの装着方法やウマの調教方法のデモンス
トレーションが行われた（図5）。

　以下に筆者の演題および興味深かった演題につい
て紹介する。

○異なる機能の筋肉における疲労に伴う筋電図変化
高橋佑治ら（JRA競走馬総合研究所）

　疲労に関して理解することは、より効率的なト
レーニングプログラムの作成や故障予防の一助につ
ながると考えられる。我々は以前、疲労に伴い中殿筋
は積分筋電図が低下したことを報告した。また、別の
研究では速歩中の長趾伸筋の積分筋電図は疲労によ
り増加することを報告している。これは、筋肉の機能
の違いを反映している可能性がある。そこで本研究
の目的は、高強度運動により誘因される疲労に伴う
筋電図変化と筋肉の機能の関係を検証することとし
た。
　計15頭（前肢7頭、後肢8頭）の健康なサラブレッド
を用いた。測定対象としたのは、上腕三頭筋、総指伸
筋、尺側手根伸筋、半腱様筋、長趾伸筋、外側趾伸筋、

深趾屈筋とした。3％傾斜トレッドミル上にて、約5分
後に疲労困憊になるように一定速度（12.6-14.8m/s）
で走らせた。ストライド頻度および1完歩分の積分筋
電図を30秒おきに測定し、疲労前と疲労後の値を手
前肢および反手前肢について対応のあるt検定で比
較した。
　ストライド頻度は疲労に伴い有意に低下した（疲
労前2.14 ± 0.04 strides/s、疲労後2.04 ± 0.04 
strides/s, P = 0.008）。半腱様筋の積分筋電図は手前肢

（P=0.019）、反手前肢(P=0.049)で有意に低下し、長趾
伸筋の積分筋電図は反手前肢でのみ(P=0.022)有意に
低下した。これまでの先行研究の結果と合わせて考
えると、疲労にともなう筋電図変化は筋肉の機能と
関連していると考えられた。このことから、股関節伸
展筋群のトレーニングがパフォーマンス向上につな
がる可能性が示唆され、股関節伸展筋群の日々のケ
アが競走馬の福祉向上のためには重要であると考え
られた（図6）。
　ポスター発表中に、「サラブレッド種以外のウマで
も同じ結果が得られると思うか？」という質問を受

けた。同じような運動をすれば種は関係ないと思う
が、馬場馬術のような複雑な動きが要求される競技
では、矢状面以外の動きが多くなるため、結果は異な
るかもしれないと回答した。また、「今後どのように
研究を進めるのか？」という質問も受けたため、動作
解析と組み合わせた研究をすること、および、長趾伸
筋では手前肢と反手前肢で結果が異なったため、手
前肢と反手前肢の筋電図の違いを調べていきたいと
回答した。

○障害馬術におけるトップホースの飛越可否に影響
を与える要素について
K. Nicovaら(Institute oh Animal Science, Czech 
Republic)
　障害馬術競技は、馬術の中でも最も人気のある競
技の一つである。本研究の目的は、競技中の障害飛越
の可否に与える潜在的な要素を調査することであ
る。演者らは、FEI World Cup 2017/2018の大会のビ
デオ映像を13大会分解析した。ウマや騎乗者の年齢、
経験、性別、コース特性（障害のタイプ、障害の順序、
単一障害かコンビネーション障害か）に加えて、障害
に入ってくる経路（右回り、左回り、直線）と、障害飛
越の可否（障害ポールを落とすか否か）の関係性を調
査した。
　解析した障害の総数は320（高さ140-160cm）、飛
越総数は9114回だった。障害は単一障害が6290、2
つのコンビネーション障害が1336、3つのコンビ
ネーション障害が1488であった。また、障害のタイ
プは垂直障害が168、幅障害が152であった。飛越の
失敗率は7.85%であった。障害の順序が飛越の可否に
大きく関与しており、後半に設置されている障害で
前半に設置されている障害よりもポールを落として
いた。これはコースデザイン（前半はウォームアップ
として簡単な障害を並べ、後半に難易度の高い障害
を設置する）によるものか、ウマの疲労によるものだ
と考えられた。障害のタイプに関しては、3本棒また
は壁で作られた垂直障害よりも水壕障害と幅障害で
飛越の失敗が多く認められた。単純な垂直障害の飛
越失敗は6.65%で、コンビネーション障害は21.8%で
あった。また、騎乗者の経験も飛越の可否に関与して
おり、競技への出場回数が多い騎乗者ほど飛越の失
敗は少なかった。その他の要因は、関与しておらず、

飛越経路も関係なかった。
　後半の障害ほど飛越の失敗が多い理由に疲労を挙
げているが、肉体的なものと精神的なもののどちら
が大きく関与すると思うか質問したところ、どちら
も寄与すると思うが、慣れないコースに入場してす
ぐの障害飛越の方が精神的には負荷がかかっている
はずなので、肉体的なものが大きいと思う。ただ、精
神的な疲労を定義するのは難しいので、今後測定す
る方法を検討していくという回答を得た。また、障害
飛越の際も、競馬と同様に、股関節伸展筋群の活動量
が大きいはずなので、疲労したときにこれらの筋活
動量が低下してくることを報告した筆者のポスター
発表にも興味を持っていただいた。演者らが推察す
るとおり、疲労の定義は難しいが、疲労によるパ
フォーマンス低下や故障は、どの競技であれウマ関
係者にとって重大な問題であるため、同様の研究を
行っている研究者と積極的にコミュニケーションを
とって、そのメカニズムに迫り、より良いトレーニン
グ法や馬体のケアを提案できるようにしていきた
い。

○ストレス環境下における同種他個体の影響
C. Ricci-Bonotら（Lincoln University, UK）

　社会的緩衝作用とは、同種他個体が存在するとき
に様々な方法でストレスを軽減させることである。
ウマは高度な社会的動物であるが、時に1頭で飼養さ
れるので、社会的緩衝作用の影響を見るには非常に
良いモデルとなる。そこで本研究は、通常では起こら
ない出来事（例えば、傘が突然開く、見たことのない
大きなボールが目の前に存在するなど）が提示され
る際、共提示（同種他個体がいる場合）と単独提示で、
その反応の程度や通常に戻るまでの回復時間が、ど
のように変化するかを観察した。また、それらの出来
事に慣れた同種他個体がいる場合はさらに効果的な
のかを評価した。32頭のポニーを用い、16頭を被験
者（subject）、16頭を緩衝役（companion）とし、1馬房
に2または3頭の複数頭で飼養した。Subjectは計4回
の試験（大きなボールが目の前に存在する、または傘
が突然開く刺激の単独提示または共提示）をランダ
ムに経験した。それぞれの環境で、生理学的指標（心
拍がベースラインに戻るまでの回復時間と体表面温
度）を測定し、同時に行動学的な反応スコア（０：全く

気にしない5:逃避する）を評価した。統計は一般線形
モデルを用いた。
　Companionの存在は、ボールを提示したときの反
応スコアを有意に減少させたが、傘を開く刺激の提
示では変化を認めなかった。しかしながら、心拍の回
復時間ではこれとは逆の結果で、ボールを提示した
ときはcompanionの存在は変化を認めなかったが、傘
を開く刺激の提示では、companionが存在すると有意
に早く回復していた。また、コンパニオンを刺激に馴
化させたか否かは、反応スコアにも心拍の回復時間
にも影響を与えなかった。これらのことから、ウマに
おいては社会的緩衝作用があることが確認された
が、刺激の種類によって異なることが示唆された。
　日本の競走馬の場合、放牧地のない環境で個別飼
養の上に日々の厳しい調教が課せられ、さらに輸送
が加わることから、競走前後のストレスは非常に高
いと思われる。また、近年では長期で海外遠征に行く
ことも多く、新規環境に対するストレス軽減が重要
性を増している。このような社会的緩衝作用の研究
が進めば、より適切な飼養管理につながるかもしれ
ない。

○ストレスをモニタリングするsmart halterのデモ
ンストレーション

J.R. Schab (PROTEQUUS, USA)
　アメリカとカナダでは820万頭ものウマが飼養さ
れており、そのうち40%近くが競馬などのパフォー
マンスホースとして用いられているため、300万頭
余りが疝痛や寝違えなどの重篤な故障や生命の危機
に直面する可能性がある。特に疝痛は発見が遅れる
と、予後に大きく関わる可能性があるので、迅速な対
応が必要となる。本講義は、心拍数やウマの姿勢が分
かるようなセンサーで、かつ、人工知能（AI）を搭載
し、IoTでオーナーや厩務員の携帯に状況を報告する
機能を持つ「NIGHTWATCH」を紹介するものである。

「NIGHTWATCH」は2オンス程度の重さの革製のホル

ター型センサーで（図7）、頭絡に装着するだけで心拍
数、呼吸数、姿勢が分かるものである。センサーから
レーダーが発射され、血管の動きで心拍数を、頭部の
皮膚のわずかな動きで呼吸数をカウントする。また、
3軸の加速度計、3軸の慣性センサー、3軸の地磁気を
含むため、ウマの姿勢が分かり、ウマが寝転がって回
転する頻度も計測できる。病気とそれ以外の行動パ
ターン、心拍・呼吸パターンを区別するために、AIを
搭載しており、初めに80時間装着していると、AIが学
習して対象馬の通常の動きをインプットするため、
疝痛や寝違えなどの異常行動が起きたときに鑑別す
ることができる。その後、センサーがウマの異常を検
知すれば、管理者の携帯電話にアラームが鳴るよう
に設定されており、迅速にウマの異常を発見できる。
通常時も、各種センサーのパラメーターからウマの
ストレス度を10段階で評価できるオプションもつい
ている。
　IoTやAIは全世界的な流行であるが、本製品は厩舎
関係者のみならず、診療現場でも有効である可能性
がある。上述したように、疝痛は発見が遅れると予後
が悪くなる疾病で、仮に回復手術をしても、術後数日
は予断を許さない。順調に経過をたどっているよう
に見えても、突然痛みが出ることもあるため、このよ
うな製品を導入できれば獣医師の負担も減る可能性
がある。ウマの世界でも確実にIoTやAIといったテク
ノロジーが発展しているため、今後もこの分野の研
究には注目していきたい。

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図4　ポスター発表の様子。

図6　筆者のポスター

図5　practical day の様子。各種センサーの取り付
け方や仕組みについてデモンストレーションを行
いながら講義が行われた。



（348） 馬の科学　Vol.56（4）2019

　令和元年8月18日から8月21日までカナダのオン
タリオ州グエルフ大学で開催された、国際ウマ科学
会（International Equitation Science Conference 2019）
に参加したので、その概要を報告します。
　2019年8月18日から8月21日にカナダにおいて、
国際ウマ科学会（International Equitation Science 
Conference 2019）が開催され、参加した。会場となっ
たグエルフ大学は空港のあるトロントから西にバス
で1時間程度の場所に位置し（図1）、緑豊かなキャン
パスを持つ（図2）。東京ドーム100個分という広大な

土地を持ち、専攻分野は農学、観光学、ホテル学、経済
学、工学など文理問わず幅広い。イギリスの大学評価
機関が毎年公表している世界の大学ランキングQ.S. 
World Rankingによれば、同大学の獣医学は昨年、世
界7位という高い評価を受けている。
　本学会（International Society for Equitation Science; 
ISES）は2002年に設立され、主な目的は、客観的な研
究成果をウマ関係者が応用できるように促進し、ウ
マの福祉やヒトとウマの関係を向上させることであ
る。2005年より毎年1回年次大会が開催されており、
15回目となる今年は「Bringing Science to the Stable(科
学を厩舎に)」というキャッチフレーズの下開催され
た。「ウマと騎乗者」、「馬装具の利用」、「運動と管理」、

「ウマの福祉と生活の質」の４つのセッションに分か
れており、各発表者は本学会のテーマ「Bringing 
science to the stable」に沿って、どのように現場へ還
元するかを発表に入れるよう指示された。口頭発表
はグエルフ大学の前学長を記念して創設された
Rozanski Hall（図3）で開催され、ポスター発表は同
ホールで1分間の口頭発表をした後、軽食を摂りなが
ら、ざっくばらんに質疑に応じるという形であった

（図4）。また、最終日はpractical dayとなっており、各
種センサーの装着方法やウマの調教方法のデモンス
トレーションが行われた（図5）。

　以下に筆者の演題および興味深かった演題につい
て紹介する。

○異なる機能の筋肉における疲労に伴う筋電図変化
高橋佑治ら（JRA競走馬総合研究所）

　疲労に関して理解することは、より効率的なト
レーニングプログラムの作成や故障予防の一助につ
ながると考えられる。我々は以前、疲労に伴い中殿筋
は積分筋電図が低下したことを報告した。また、別の
研究では速歩中の長趾伸筋の積分筋電図は疲労によ
り増加することを報告している。これは、筋肉の機能
の違いを反映している可能性がある。そこで本研究
の目的は、高強度運動により誘因される疲労に伴う
筋電図変化と筋肉の機能の関係を検証することとし
た。
　計15頭（前肢7頭、後肢8頭）の健康なサラブレッド
を用いた。測定対象としたのは、上腕三頭筋、総指伸
筋、尺側手根伸筋、半腱様筋、長趾伸筋、外側趾伸筋、

深趾屈筋とした。3％傾斜トレッドミル上にて、約5分
後に疲労困憊になるように一定速度（12.6-14.8m/s）
で走らせた。ストライド頻度および1完歩分の積分筋
電図を30秒おきに測定し、疲労前と疲労後の値を手
前肢および反手前肢について対応のあるt検定で比
較した。
　ストライド頻度は疲労に伴い有意に低下した（疲
労前2.14 ± 0.04 strides/s、疲労後2.04 ± 0.04 
strides/s, P = 0.008）。半腱様筋の積分筋電図は手前肢

（P=0.019）、反手前肢(P=0.049)で有意に低下し、長趾
伸筋の積分筋電図は反手前肢でのみ(P=0.022)有意に
低下した。これまでの先行研究の結果と合わせて考
えると、疲労にともなう筋電図変化は筋肉の機能と
関連していると考えられた。このことから、股関節伸
展筋群のトレーニングがパフォーマンス向上につな
がる可能性が示唆され、股関節伸展筋群の日々のケ
アが競走馬の福祉向上のためには重要であると考え
られた（図6）。
　ポスター発表中に、「サラブレッド種以外のウマで
も同じ結果が得られると思うか？」という質問を受

けた。同じような運動をすれば種は関係ないと思う
が、馬場馬術のような複雑な動きが要求される競技
では、矢状面以外の動きが多くなるため、結果は異な
るかもしれないと回答した。また、「今後どのように
研究を進めるのか？」という質問も受けたため、動作
解析と組み合わせた研究をすること、および、長趾伸
筋では手前肢と反手前肢で結果が異なったため、手
前肢と反手前肢の筋電図の違いを調べていきたいと
回答した。

○障害馬術におけるトップホースの飛越可否に影響
を与える要素について
K. Nicovaら(Institute oh Animal Science, Czech 
Republic)
　障害馬術競技は、馬術の中でも最も人気のある競
技の一つである。本研究の目的は、競技中の障害飛越
の可否に与える潜在的な要素を調査することであ
る。演者らは、FEI World Cup 2017/2018の大会のビ
デオ映像を13大会分解析した。ウマや騎乗者の年齢、
経験、性別、コース特性（障害のタイプ、障害の順序、
単一障害かコンビネーション障害か）に加えて、障害
に入ってくる経路（右回り、左回り、直線）と、障害飛
越の可否（障害ポールを落とすか否か）の関係性を調
査した。
　解析した障害の総数は320（高さ140-160cm）、飛
越総数は9114回だった。障害は単一障害が6290、2
つのコンビネーション障害が1336、3つのコンビ
ネーション障害が1488であった。また、障害のタイ
プは垂直障害が168、幅障害が152であった。飛越の
失敗率は7.85%であった。障害の順序が飛越の可否に
大きく関与しており、後半に設置されている障害で
前半に設置されている障害よりもポールを落として
いた。これはコースデザイン（前半はウォームアップ
として簡単な障害を並べ、後半に難易度の高い障害
を設置する）によるものか、ウマの疲労によるものだ
と考えられた。障害のタイプに関しては、3本棒また
は壁で作られた垂直障害よりも水壕障害と幅障害で
飛越の失敗が多く認められた。単純な垂直障害の飛
越失敗は6.65%で、コンビネーション障害は21.8%で
あった。また、騎乗者の経験も飛越の可否に関与して
おり、競技への出場回数が多い騎乗者ほど飛越の失
敗は少なかった。その他の要因は、関与しておらず、

飛越経路も関係なかった。
　後半の障害ほど飛越の失敗が多い理由に疲労を挙
げているが、肉体的なものと精神的なもののどちら
が大きく関与すると思うか質問したところ、どちら
も寄与すると思うが、慣れないコースに入場してす
ぐの障害飛越の方が精神的には負荷がかかっている
はずなので、肉体的なものが大きいと思う。ただ、精
神的な疲労を定義するのは難しいので、今後測定す
る方法を検討していくという回答を得た。また、障害
飛越の際も、競馬と同様に、股関節伸展筋群の活動量
が大きいはずなので、疲労したときにこれらの筋活
動量が低下してくることを報告した筆者のポスター
発表にも興味を持っていただいた。演者らが推察す
るとおり、疲労の定義は難しいが、疲労によるパ
フォーマンス低下や故障は、どの競技であれウマ関
係者にとって重大な問題であるため、同様の研究を
行っている研究者と積極的にコミュニケーションを
とって、そのメカニズムに迫り、より良いトレーニン
グ法や馬体のケアを提案できるようにしていきた
い。

○ストレス環境下における同種他個体の影響
C. Ricci-Bonotら（Lincoln University, UK）

　社会的緩衝作用とは、同種他個体が存在するとき
に様々な方法でストレスを軽減させることである。
ウマは高度な社会的動物であるが、時に1頭で飼養さ
れるので、社会的緩衝作用の影響を見るには非常に
良いモデルとなる。そこで本研究は、通常では起こら
ない出来事（例えば、傘が突然開く、見たことのない
大きなボールが目の前に存在するなど）が提示され
る際、共提示（同種他個体がいる場合）と単独提示で、
その反応の程度や通常に戻るまでの回復時間が、ど
のように変化するかを観察した。また、それらの出来
事に慣れた同種他個体がいる場合はさらに効果的な
のかを評価した。32頭のポニーを用い、16頭を被験
者（subject）、16頭を緩衝役（companion）とし、1馬房
に2または3頭の複数頭で飼養した。Subjectは計4回
の試験（大きなボールが目の前に存在する、または傘
が突然開く刺激の単独提示または共提示）をランダ
ムに経験した。それぞれの環境で、生理学的指標（心
拍がベースラインに戻るまでの回復時間と体表面温
度）を測定し、同時に行動学的な反応スコア（０：全く

気にしない5:逃避する）を評価した。統計は一般線形
モデルを用いた。
　Companionの存在は、ボールを提示したときの反
応スコアを有意に減少させたが、傘を開く刺激の提
示では変化を認めなかった。しかしながら、心拍の回
復時間ではこれとは逆の結果で、ボールを提示した
ときはcompanionの存在は変化を認めなかったが、傘
を開く刺激の提示では、companionが存在すると有意
に早く回復していた。また、コンパニオンを刺激に馴
化させたか否かは、反応スコアにも心拍の回復時間
にも影響を与えなかった。これらのことから、ウマに
おいては社会的緩衝作用があることが確認された
が、刺激の種類によって異なることが示唆された。
　日本の競走馬の場合、放牧地のない環境で個別飼
養の上に日々の厳しい調教が課せられ、さらに輸送
が加わることから、競走前後のストレスは非常に高
いと思われる。また、近年では長期で海外遠征に行く
ことも多く、新規環境に対するストレス軽減が重要
性を増している。このような社会的緩衝作用の研究
が進めば、より適切な飼養管理につながるかもしれ
ない。

○ストレスをモニタリングするsmart halterのデモ
ンストレーション

J.R. Schab (PROTEQUUS, USA)
　アメリカとカナダでは820万頭ものウマが飼養さ
れており、そのうち40%近くが競馬などのパフォー
マンスホースとして用いられているため、300万頭
余りが疝痛や寝違えなどの重篤な故障や生命の危機
に直面する可能性がある。特に疝痛は発見が遅れる
と、予後に大きく関わる可能性があるので、迅速な対
応が必要となる。本講義は、心拍数やウマの姿勢が分
かるようなセンサーで、かつ、人工知能（AI）を搭載
し、IoTでオーナーや厩務員の携帯に状況を報告する
機能を持つ「NIGHTWATCH」を紹介するものである。

「NIGHTWATCH」は2オンス程度の重さの革製のホル

ター型センサーで（図7）、頭絡に装着するだけで心拍
数、呼吸数、姿勢が分かるものである。センサーから
レーダーが発射され、血管の動きで心拍数を、頭部の
皮膚のわずかな動きで呼吸数をカウントする。また、
3軸の加速度計、3軸の慣性センサー、3軸の地磁気を
含むため、ウマの姿勢が分かり、ウマが寝転がって回
転する頻度も計測できる。病気とそれ以外の行動パ
ターン、心拍・呼吸パターンを区別するために、AIを
搭載しており、初めに80時間装着していると、AIが学
習して対象馬の通常の動きをインプットするため、
疝痛や寝違えなどの異常行動が起きたときに鑑別す
ることができる。その後、センサーがウマの異常を検
知すれば、管理者の携帯電話にアラームが鳴るよう
に設定されており、迅速にウマの異常を発見できる。
通常時も、各種センサーのパラメーターからウマの
ストレス度を10段階で評価できるオプションもつい
ている。
　IoTやAIは全世界的な流行であるが、本製品は厩舎
関係者のみならず、診療現場でも有効である可能性
がある。上述したように、疝痛は発見が遅れると予後
が悪くなる疾病で、仮に回復手術をしても、術後数日
は予断を許さない。順調に経過をたどっているよう
に見えても、突然痛みが出ることもあるため、このよ
うな製品を導入できれば獣医師の負担も減る可能性
がある。ウマの世界でも確実にIoTやAIといったテク
ノロジーが発展しているため、今後もこの分野の研
究には注目していきたい。

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。
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　令和元年8月18日から8月21日までカナダのオン
タリオ州グエルフ大学で開催された、国際ウマ科学
会（International Equitation Science Conference 2019）
に参加したので、その概要を報告します。
　2019年8月18日から8月21日にカナダにおいて、
国際ウマ科学会（International Equitation Science 
Conference 2019）が開催され、参加した。会場となっ
たグエルフ大学は空港のあるトロントから西にバス
で1時間程度の場所に位置し（図1）、緑豊かなキャン
パスを持つ（図2）。東京ドーム100個分という広大な

土地を持ち、専攻分野は農学、観光学、ホテル学、経済
学、工学など文理問わず幅広い。イギリスの大学評価
機関が毎年公表している世界の大学ランキングQ.S. 
World Rankingによれば、同大学の獣医学は昨年、世
界7位という高い評価を受けている。
　本学会（International Society for Equitation Science; 
ISES）は2002年に設立され、主な目的は、客観的な研
究成果をウマ関係者が応用できるように促進し、ウ
マの福祉やヒトとウマの関係を向上させることであ
る。2005年より毎年1回年次大会が開催されており、
15回目となる今年は「Bringing Science to the Stable(科
学を厩舎に)」というキャッチフレーズの下開催され
た。「ウマと騎乗者」、「馬装具の利用」、「運動と管理」、

「ウマの福祉と生活の質」の４つのセッションに分か
れており、各発表者は本学会のテーマ「Bringing 
science to the stable」に沿って、どのように現場へ還
元するかを発表に入れるよう指示された。口頭発表
はグエルフ大学の前学長を記念して創設された
Rozanski Hall（図3）で開催され、ポスター発表は同
ホールで1分間の口頭発表をした後、軽食を摂りなが
ら、ざっくばらんに質疑に応じるという形であった

（図4）。また、最終日はpractical dayとなっており、各
種センサーの装着方法やウマの調教方法のデモンス
トレーションが行われた（図5）。

　以下に筆者の演題および興味深かった演題につい
て紹介する。

○異なる機能の筋肉における疲労に伴う筋電図変化
高橋佑治ら（JRA競走馬総合研究所）

　疲労に関して理解することは、より効率的なト
レーニングプログラムの作成や故障予防の一助につ
ながると考えられる。我々は以前、疲労に伴い中殿筋
は積分筋電図が低下したことを報告した。また、別の
研究では速歩中の長趾伸筋の積分筋電図は疲労によ
り増加することを報告している。これは、筋肉の機能
の違いを反映している可能性がある。そこで本研究
の目的は、高強度運動により誘因される疲労に伴う
筋電図変化と筋肉の機能の関係を検証することとし
た。
　計15頭（前肢7頭、後肢8頭）の健康なサラブレッド
を用いた。測定対象としたのは、上腕三頭筋、総指伸
筋、尺側手根伸筋、半腱様筋、長趾伸筋、外側趾伸筋、

深趾屈筋とした。3％傾斜トレッドミル上にて、約5分
後に疲労困憊になるように一定速度（12.6-14.8m/s）
で走らせた。ストライド頻度および1完歩分の積分筋
電図を30秒おきに測定し、疲労前と疲労後の値を手
前肢および反手前肢について対応のあるt検定で比
較した。
　ストライド頻度は疲労に伴い有意に低下した（疲
労前2.14 ± 0.04 strides/s、疲労後2.04 ± 0.04 
strides/s, P = 0.008）。半腱様筋の積分筋電図は手前肢

（P=0.019）、反手前肢(P=0.049)で有意に低下し、長趾
伸筋の積分筋電図は反手前肢でのみ(P=0.022)有意に
低下した。これまでの先行研究の結果と合わせて考
えると、疲労にともなう筋電図変化は筋肉の機能と
関連していると考えられた。このことから、股関節伸
展筋群のトレーニングがパフォーマンス向上につな
がる可能性が示唆され、股関節伸展筋群の日々のケ
アが競走馬の福祉向上のためには重要であると考え
られた（図6）。
　ポスター発表中に、「サラブレッド種以外のウマで
も同じ結果が得られると思うか？」という質問を受

けた。同じような運動をすれば種は関係ないと思う
が、馬場馬術のような複雑な動きが要求される競技
では、矢状面以外の動きが多くなるため、結果は異な
るかもしれないと回答した。また、「今後どのように
研究を進めるのか？」という質問も受けたため、動作
解析と組み合わせた研究をすること、および、長趾伸
筋では手前肢と反手前肢で結果が異なったため、手
前肢と反手前肢の筋電図の違いを調べていきたいと
回答した。

○障害馬術におけるトップホースの飛越可否に影響
を与える要素について
K. Nicovaら(Institute oh Animal Science, Czech 
Republic)
　障害馬術競技は、馬術の中でも最も人気のある競
技の一つである。本研究の目的は、競技中の障害飛越
の可否に与える潜在的な要素を調査することであ
る。演者らは、FEI World Cup 2017/2018の大会のビ
デオ映像を13大会分解析した。ウマや騎乗者の年齢、
経験、性別、コース特性（障害のタイプ、障害の順序、
単一障害かコンビネーション障害か）に加えて、障害
に入ってくる経路（右回り、左回り、直線）と、障害飛
越の可否（障害ポールを落とすか否か）の関係性を調
査した。
　解析した障害の総数は320（高さ140-160cm）、飛
越総数は9114回だった。障害は単一障害が6290、2
つのコンビネーション障害が1336、3つのコンビ
ネーション障害が1488であった。また、障害のタイ
プは垂直障害が168、幅障害が152であった。飛越の
失敗率は7.85%であった。障害の順序が飛越の可否に
大きく関与しており、後半に設置されている障害で
前半に設置されている障害よりもポールを落として
いた。これはコースデザイン（前半はウォームアップ
として簡単な障害を並べ、後半に難易度の高い障害
を設置する）によるものか、ウマの疲労によるものだ
と考えられた。障害のタイプに関しては、3本棒また
は壁で作られた垂直障害よりも水壕障害と幅障害で
飛越の失敗が多く認められた。単純な垂直障害の飛
越失敗は6.65%で、コンビネーション障害は21.8%で
あった。また、騎乗者の経験も飛越の可否に関与して
おり、競技への出場回数が多い騎乗者ほど飛越の失
敗は少なかった。その他の要因は、関与しておらず、

飛越経路も関係なかった。
　後半の障害ほど飛越の失敗が多い理由に疲労を挙
げているが、肉体的なものと精神的なもののどちら
が大きく関与すると思うか質問したところ、どちら
も寄与すると思うが、慣れないコースに入場してす
ぐの障害飛越の方が精神的には負荷がかかっている
はずなので、肉体的なものが大きいと思う。ただ、精
神的な疲労を定義するのは難しいので、今後測定す
る方法を検討していくという回答を得た。また、障害
飛越の際も、競馬と同様に、股関節伸展筋群の活動量
が大きいはずなので、疲労したときにこれらの筋活
動量が低下してくることを報告した筆者のポスター
発表にも興味を持っていただいた。演者らが推察す
るとおり、疲労の定義は難しいが、疲労によるパ
フォーマンス低下や故障は、どの競技であれウマ関
係者にとって重大な問題であるため、同様の研究を
行っている研究者と積極的にコミュニケーションを
とって、そのメカニズムに迫り、より良いトレーニン
グ法や馬体のケアを提案できるようにしていきた
い。

○ストレス環境下における同種他個体の影響
C. Ricci-Bonotら（Lincoln University, UK）

　社会的緩衝作用とは、同種他個体が存在するとき
に様々な方法でストレスを軽減させることである。
ウマは高度な社会的動物であるが、時に1頭で飼養さ
れるので、社会的緩衝作用の影響を見るには非常に
良いモデルとなる。そこで本研究は、通常では起こら
ない出来事（例えば、傘が突然開く、見たことのない
大きなボールが目の前に存在するなど）が提示され
る際、共提示（同種他個体がいる場合）と単独提示で、
その反応の程度や通常に戻るまでの回復時間が、ど
のように変化するかを観察した。また、それらの出来
事に慣れた同種他個体がいる場合はさらに効果的な
のかを評価した。32頭のポニーを用い、16頭を被験
者（subject）、16頭を緩衝役（companion）とし、1馬房
に2または3頭の複数頭で飼養した。Subjectは計4回
の試験（大きなボールが目の前に存在する、または傘
が突然開く刺激の単独提示または共提示）をランダ
ムに経験した。それぞれの環境で、生理学的指標（心
拍がベースラインに戻るまでの回復時間と体表面温
度）を測定し、同時に行動学的な反応スコア（０：全く

気にしない5:逃避する）を評価した。統計は一般線形
モデルを用いた。
　Companionの存在は、ボールを提示したときの反
応スコアを有意に減少させたが、傘を開く刺激の提
示では変化を認めなかった。しかしながら、心拍の回
復時間ではこれとは逆の結果で、ボールを提示した
ときはcompanionの存在は変化を認めなかったが、傘
を開く刺激の提示では、companionが存在すると有意
に早く回復していた。また、コンパニオンを刺激に馴
化させたか否かは、反応スコアにも心拍の回復時間
にも影響を与えなかった。これらのことから、ウマに
おいては社会的緩衝作用があることが確認された
が、刺激の種類によって異なることが示唆された。
　日本の競走馬の場合、放牧地のない環境で個別飼
養の上に日々の厳しい調教が課せられ、さらに輸送
が加わることから、競走前後のストレスは非常に高
いと思われる。また、近年では長期で海外遠征に行く
ことも多く、新規環境に対するストレス軽減が重要
性を増している。このような社会的緩衝作用の研究
が進めば、より適切な飼養管理につながるかもしれ
ない。

○ストレスをモニタリングするsmart halterのデモ
ンストレーション

J.R. Schab (PROTEQUUS, USA)
　アメリカとカナダでは820万頭ものウマが飼養さ
れており、そのうち40%近くが競馬などのパフォー
マンスホースとして用いられているため、300万頭
余りが疝痛や寝違えなどの重篤な故障や生命の危機
に直面する可能性がある。特に疝痛は発見が遅れる
と、予後に大きく関わる可能性があるので、迅速な対
応が必要となる。本講義は、心拍数やウマの姿勢が分
かるようなセンサーで、かつ、人工知能（AI）を搭載
し、IoTでオーナーや厩務員の携帯に状況を報告する
機能を持つ「NIGHTWATCH」を紹介するものである。

「NIGHTWATCH」は2オンス程度の重さの革製のホル

ター型センサーで（図7）、頭絡に装着するだけで心拍
数、呼吸数、姿勢が分かるものである。センサーから
レーダーが発射され、血管の動きで心拍数を、頭部の
皮膚のわずかな動きで呼吸数をカウントする。また、
3軸の加速度計、3軸の慣性センサー、3軸の地磁気を
含むため、ウマの姿勢が分かり、ウマが寝転がって回
転する頻度も計測できる。病気とそれ以外の行動パ
ターン、心拍・呼吸パターンを区別するために、AIを
搭載しており、初めに80時間装着していると、AIが学
習して対象馬の通常の動きをインプットするため、
疝痛や寝違えなどの異常行動が起きたときに鑑別す
ることができる。その後、センサーがウマの異常を検
知すれば、管理者の携帯電話にアラームが鳴るよう
に設定されており、迅速にウマの異常を発見できる。
通常時も、各種センサーのパラメーターからウマの
ストレス度を10段階で評価できるオプションもつい
ている。
　IoTやAIは全世界的な流行であるが、本製品は厩舎
関係者のみならず、診療現場でも有効である可能性
がある。上述したように、疝痛は発見が遅れると予後
が悪くなる疾病で、仮に回復手術をしても、術後数日
は予断を許さない。順調に経過をたどっているよう
に見えても、突然痛みが出ることもあるため、このよ
うな製品を導入できれば獣医師の負担も減る可能性
がある。ウマの世界でも確実にIoTやAIといったテク
ノロジーが発展しているため、今後もこの分野の研
究には注目していきたい。

　2019年7月3日～6日にチェコ共和国プラハで開催
されたEuropean College of Sport Science (ECSS)の第
24回年次総会に参加したので、その概要を報告する。
　日本国内において、獣医学領域のスポーツ科学に
関する研究は非常に限定的であり、この分野におけ
る最先端の研究を吸収し、実践していくことは国内
の学会のみの参加では難しくなってきている。この
ような状況から、運動科学研究室の研究をさらに進
めていくにあたって、アメリカやヨーロッパにおい
て行われている、人のスポーツ科学の国際学会に参
加し、最先端の研究から継続的に学んでいくことは
ますます重要になってきていると考えられる。
　European College of Sport Science (ECSS)は、1995年
に創立された学術団体で、会員数は2000人以上に及
ぶ世界的なスポーツ科学の学会である。設立当初か
ら、科学・教育・医学を通じて健康を推進させること
をスローガンにしている。毎年行われている年次総
会は、世界でも有数のスポーツ科学の学術集会であ
り、今回のプラハ大会で第24回目である。世界中から

多くのスポーツ医学およびスポーツ科学の研究者が
集まり、運動生理、トレーニング、バイオメカニクス、
糖代謝や脂肪代謝、栄養、スポーツ障害、加齢などに
関する総演題数1881の研究成果が発表され、その内
訳は基調講演4セッション、招待講演35セッション

（各セッション4-5演題）、口頭発表138セッション（各
セッション4-5演題）、ポスター発表76セッション（各
セッション8-10演題）、e-ポスター479演題だった。

　以下に、我々の発表および興味を引いた発表を紹
介する。

○サラブレッドの運動前後における筋肉のメタボ
ローム解析

大村　一ら（JRA競走馬総合研究所）
　サラブレッドはヒトの2倍以上の最大酸素摂取量
をもつエリートアスリートである。超最大運動時に
おいては動脈血酸素分圧が75 mmHg 以下、動脈血二
酸化炭素分圧 が50 mmHg以上となるような厳しい
低酸素血症と高酸素二酸化炭素血症となることが報
告されている。しかし、このような状態の時の筋肉内
の代謝についての報告はあまりない。本研究では、激
しい運動は、筋内の解糖系やクエン酸回路の代謝に
特徴的な変化と関係があるものと仮説を立て、疲労
困憊に至る超最大運動前後における筋代謝物質の比
較を行うことを目的とした。6頭の良くトレーニング
されたサラブレッドを用いて、ウォーミングアップ
の後、トレッドミル上で2分ごとに速度を上げる漸増
運動を疲労困憊まで行った。酸素摂取量の測定およ
び92の代謝物を測定するために、中殿筋のバイオプ
シーを運動前後で行った。筋内のグルコース6リン酸
(320 vs. 2529 nmol/g)、アセチルCoA (0.1 vs. 4.1 
nmol/g)、コハク酸 (77 vs. 197 nmol/g) は運動後に増
加したが、グルタミン酸(2488 vs. 713 nmol/g)、およ
びカルニチン(5881 vs. 1474 nmol/g)は運動後に減少
した。分岐差アミノ酸類は変化しなかった。疲労困憊
に至る激しい運動は筋内の解糖系やクエン酸回路内
の代謝物を増加させたが、変化の認められない経路
も見られた。筋内のこのような代謝物の変化を観察
することにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症を
もたらすような激しい運動による筋肉の適応を明ら
かにできる可能性がある。

　サラブレッドの酸素摂取量や乳酸値の高さについ
ての質問が多く出た。また、サラブレッドを使うこと
による研究の精度や技術面での難しさについても質
問が出たが、我々がサラブレッドを専門に研究をし
ていることや筋肉を何度かに分けてバイオプシーで
きる点などの大動物を使うメリットを説明した。サ
ラブレッドがスーパーアスリートということで、各
指標の高さに注目が集まったのは良い点であった。

○中程度および軽度の低酸素下における2週間の高
強度トレーニングがサラブレッドの運動パフォーマ
ンスや有酸素能力に与える効果

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
　ヒトのアスリートにおいて低酸素トレーニングは
良く用いられているが、その効果の有無については
議論の余地がある上に、ウマについての研究報告は
ほとんどない。そこで我々は、中程度（酸素濃度16%）
および軽度（酸素濃度18%）の低酸素下における2週
間の高強度トレーニングがサラブレッドの運動パ
フォーマンスや有酸素能力を常酸素下におけるト
レーニングより効果的に向上させるという仮説を検
証した。8頭のトレーニングされていないサラブレッ
ド（7.9 ± 2.0歳, 512 ± 30 kg）を用いて、ランダム化
クロスオーバー試験を実施した。酸素濃度16%（H16
群）、18%（H18群）および21%（常酸素；N群）において、

95% VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回2週間実施した。各トレーニング
期間の間隔は3ヶ月以上空け、十分なウォッシュアウ
ト期間を確保した。各トレーニング期の前後に、常酸
素下でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、
オールアウトまでの走行距離、VO2max、心拍出量、血
漿乳酸濃度が 4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）、
ヘモグロビン濃度などを測定した。統計解析には混
合モデルを用い、有意水準はP < 0.05とした。
　2週間のトレーニング後、H16群およびH18群の走
行距離（H16, +22.7%; H18, +16.5%; N, +8.9%）、すべて
の群のVO2max（H16, +9.3%; H18, +9.8%; N, +7.9%）、
H16群およびN群の最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+6.1%; N, +7.8%）、H18群およびN群のVLA4（H16, 
+7.1%; H18, +10.1%; N, +11.0%）が増加した。しかし、
上記の指標において3群間に有意差はなかった。H16
群およびH18群のピークヘモグロビン濃度は、N群よ
り有意に高値を示した（H16, +1.4%; H18, +1.3%; N, 
-0.5%）。これらの結果から、中程度および軽度の低酸
素環境における2週間のトレーニングは、運動パ
フォーマンスや赤血球生成において、常酸素トレー
ニングより大きな効果を与える可能性があることが
示唆された。
　ポスター前での3分間の口頭発表後、オーディエン
スから「ヒトと同じようにLive High-Train Lowタイプ
の低酸素トレーニングがウマでも効くと思うか？」
と質問され、「我々の研究所では低酸素室や低酸素テ
ントなどの居住スペースを持っていないので試した
ことはないが、Live High-Train Lowで期待されるヘモ
グロビン濃度の向上は、ウマの運動パフォーマンス
や有酸素能力にプラスに働くため、効く可能性は十
分にあると思う」と答えた。また、座長から「ヒトの低
酸素トレーニングでは効果の個体差が大きいが、ウ
マではどうか？」と質問され、「ウマにおいてもヒト
と同様にうまく低酸素に適応できる個体とできない
個体がいる。その辺りが低酸素トレーニングを
フィールドで応用する際の課題になる」と答えた。そ
の他にも「ウマの最大酸素摂取量や酸素飽和度はど
うやって測定しているのか？」「オールアウトはどう
やって決めているのか？」といったウマにおける実
験自体に対する質問も数多く受け、ウマの研究に対
する興味の高さを感じた。

○骨格筋における乳酸トランスポーター
北岡　祐（神奈川大学）

　モノカルボン酸トランスポーター（MCT）である
MCT1およびMCT4は骨格筋における主要なトラン
スポーターであり、それぞれ細胞内への乳酸の取り
込みと放出を担っている。この２つのトランスポー
ターによって、運動中の骨格筋における「乳酸シャト
ル」が可能になっている。さらにMCTの発現が運動パ
フォーマンスに重要な役割を果たしていることも分
かってきている。演者らのマウスの研究において、持
久的トレーニングではMCT4は増えずにMCT1のみ
が増え、高強度インターバルトレーニングではMCT1
とMCT4の両方が増えることが分かっている。さらに
電気刺激によるレジスタンストレーニングによって
もMCT4は増加する。逆に実験的に脱神経処理をする
とMCT1とMCT4は減少することから、筋の収縮活動
がMCTの調節には重要であり、特にMCT4の増加には
高強度の筋活動が必要のようである。現時点でMCT1
やMCT4がトレーニングによって増えるメカニズム
としては、細胞内のエネルギー代謝のマスターレ
ギュレーターであるAMPKの活性化を引き起こす
AICARという薬をマウスに投与すると、骨格筋の
MCT1およびMCT4が増加することや、低酸素誘導因
子（HIF）-1αタンパク質の蓄積を誘導する3,4-ジヒド
ロキシ安息香酸エチルを筋細胞に投与すると、MCT4

が増加することが知られている。
　演者の北岡先生は大学院生時代からサラブレッド
の骨格筋における乳酸トランスポーターの研究を
JRAと共同で実施しており、本シンポジウムでもサラ
ブレッドの低酸素トレーニングで骨格筋のMCT4が
増加することを報告していた。競馬のように高強度
の運動中には筋内に多量の乳酸が蓄積されることが
分かっており、その乳酸を細胞外に放出するMCT4と
運動パフォーマンスとの関連があることが北岡先生
と我々との共同研究で明らかになっている（Kitaoka 
et al, Comp Exerc Physiol, 2009）。そのため、どのような
トレーニングをすると、MCT4がより増えるのかにつ
いて研究することは強い馬を作るために必要な知識
となりえる。

○5日間連続の低酸素下における間欠的トレーニン
グはよくトレーニングされた長距離走者の走行効率
とパフォーマンスを向上させる

TANJI, Fら（日本；国立スポーツ科学センター）
　低酸素下におけるトレーニングは、常酸素下にお
けるトレーニングよりも効果的であると考えられて
いる。標高の高い場所で暮らし、トレーニングは標高
の低い場所で行う、いわゆるLiving high, Training low
が典型的な低酸素トレーニングのモデルであるが、
効果を得るのに6-8週間かかり、効果がでにくい選手
がいることなどが課題となっている。一方、低酸素下
におけるスプリントトレーニングと持久的トレーニ
ングの組み合わせにより、乳酸代謝と瞬発的な運動
能力が向上することが報告され、短期間の低酸素下

のトレーニングにおいても効果が確認されるように
なった。本研究においては、低酸素下におけるスプリ
ントトレーニングと持久的トレーニングの組み合わ
せにより有酸素運動能力が向上し、酸素摂取量など
が増加するかどうかを検討した。方法は、15人のエ
リートランナーを被験者とし、低酸素下（14.5%）また
は常酸素下において午前にスプリントトレーニン
グ、午後に持久的トレーニングを5日間連続で行っ
た。パフォーマンステストは0日（トレーニング前）、7
日（トレーニング1日後）、14日後に100％酸素摂取量
強度における疲労困憊までの走行時間とした。その
結果、疲労困憊までの走行時間は低酸素群において
有意に46.1%増加したが、常酸素下においては有意な
増加は認められなかった。走行効率も同様に、低酸素
群のみに有意な向上が認められた。一方、最大酸素摂
取量や乳酸性作業閾値、最大乳酸値などは、変化が認
められなかった。以上のことから、よくトレーニング
された長距離走者の疲労困憊までの走行時間および
走行効率が向上したことは、5日間の低酸素下におけ
る短距離トレーニングおよび長距離トレーニングの
組み合わせが効果的であることを示すものと考えら
れた。特に、長距離走者において重要な走行効率が向
上したことは興味深い特徴である。走行中の表面筋
電図の中央周波数は常酸素下よりも低酸素下におい
て増加することが観察され、低酸素下においてはよ
りType 2筋線維が動員されている可能性を示してい
た。低酸素トレーニングによる走行効率向上の一因
と考えられた。
　ヒトのアスリートにおいては単純に低酸素下でト
レーニングするだけでは、酸素摂取量などの循環指
標が伸びないことから、様々なトレーニングの組み
合わせにより低酸素トレーニングの効果が検討され
ている。本研究においても、5日間の連続トレーニン
グ（いわゆる詰め込み式トレーニング）と1日で刺激
の異なるトレーニングの2つが組み合わされており、
その評価をトレーニング１週間後に行うところが非
常に興味深い。筋電図の中央周波数の検討なども行
われているが、本方法は当研究室でもウマに対して
行っていることから、同様の実験を馬において行い、
ヒトとの差異があるのかどうかを検討してみたい。

○暑熱および冷涼な環境下における高酸素吸入がタ

イムトライアルに及ぼす影響
PERIARD, JD　（オーストラリア；キャンベラ大学）

　暑熱環境下の運動は冷涼な環境下での運動に比較
して、セルフペース運動のパワー出力を徐々に減少
させることが報告されている。高酸素吸入により酸
素の利用能と筋肉への酸素供給が増加することによ
り、タイムトライアルのパフォーマンスは向上する
ことが知られているが、暑熱環境下において、同様の
結果が観察されるかについては検討されていない。
本研究の目的は、暑熱および冷涼な環境下における
40分間のタイムトライアルにおいて、高酸素吸入が
およぼす影響を検討した。試験はよくトレーニング
された10人の自転車競技者を被験者とした。被験者
は最大酸素摂取量を測定した後、それぞれ異なる日
に、低酸素・高酸素および暑熱・冷涼の組み合わせた4
種類の40分間のタイムトライアルを行った。高酸素
吸入は40分間の運動のうち、最後の10分間のみ行わ
れた。結果、最大酸素摂取量は高酸素下において
6.9％高く、自転車エルゴメーターの出力も24 W高
かった。暑熱環境下の運動においては、19 W出力が
低下した。心拍数は暑熱下において高く、直腸温は冷
涼下よりも暑熱下の方が0.6℃高かった。以上のこと
から高酸素下においてはパフォーマンスが上昇する
ものの暑熱下のパフォーマンス低下分を補填するに
は十分ではないことが明らかとなった。

○2020東京オリンピック：自転車競技者の暑熱下に
おける生理的変化

SANTOS, C　（ポルトガル：コインブラ大学）
　東京オリンピックは、過去3度の夏のオリンピック
と比較して、熱中症のリスクが高いと考えられてい
る。気温や湿度の上昇により暑さ指数が増加すると、
アスリートの心拍数や深部体温、酸素飽和度などの
生理的な指標が変化し、アスリートのパフォーマン
スは低下する。そこで、本研究では、自転車競技者の
パフォーマンスに影響を与えると考えられる心拍数
や、乳酸値、換気量、血圧、血漿量、体温などの指標が、
東京オリンピックで予想される暑熱環境と冷涼環境
の間で差異があるかについて検討した。被験者は18
歳から43歳の15名の男性自転車競技者とした。最大
酸素摂取量と乳酸性作業閾値を予め測定した。試験
は１時間の自転車運動を行い、通常の冷涼環境およ

び東京オリンピックを模した暑熱環境（気温34度相
対湿度55%）で比較した。ただし、自転車の出力が維
持できなくなった時は、その時点で試験を中止した。
結果、冷涼環境下においてはすべての被験者は１時
間完走することができたが、暑熱環境下においては6
人が１時間走ることができなかった。冷涼環境下と
暑熱環境下における各指標は、心拍数が154.50 ± 
11.42回/分と175.89 ± 9.40回/分、換気量が80.68 ± 
15.41 L/分と93.75 ± 11.97 L/分、酸素摂取量は
52.05 ± 4.99 mL/kg/minと54.45 ± 6.33 
mL/kg/min、収縮期血圧が186 ± 49 mmHgと285 ± 
35 mmHgであり、消失した血漿量が3.33 ± 4.58%と
7.54 ± 4.19%、体温が37.6 ± 1.3度と38.7 ± 0.4度で
あった。これらの結果は、暑熱環境下における競技や
トレーニングは、心拍数や血圧、さらには中心体温に
影響するなど、競技の運動強度や質を大幅に変える
ことが明らかとなった。以上のことから、暑熱環境下
におけるオリンピックなどの競技を行う際には、十
分な事前の暑熱環境にたいする順化が必要であると
考えられた。
　上記の2題は、来夏の東京オリンピックを念頭に予
想される暑熱環境下のアスリートに対する影響を検
討したものである。体温調節のセッションでは同様
の研究が多く発表され、東京の暑さ対策が各国にお
いて課題であることがわかった。他の研究も参考に
すると、暑熱下運動の相対強度は冷涼環境に比較し
て10％～15％程度高いと考えられ、我々が以前行っ
たウマの研究データと一致する。これらの発表から
は、暑熱下においては運動強度を10％程度落として、
競技を行うか、十分な暑熱順化を行って競技に臨む
か検討する必要があるが、10％パフォーマンスが下
がることを考えると、特に競技時間が長い種目にお
いては暑熱順化を十分に行うメリットが大きいと思
われた。

○アスリートにおけるパフォーマンスパターンと
サーカディアンリズムのコントロール

BRANDSTAETTER, R（オーストリア；CLOCKWISE）
　スポーツパフォーマンスにおける重要な生理学的
メカニズムをサーカディアンリズムが制御している
ことが今までの研究から分かってきている。様々な
競技において、アスリートの自己ベストのパフォー

マンスは夕方から夜にかけて記録されていることも
報告されている。このような報告に反して、演者らは
アスリートのピークパフォーマンスの時間帯はその
選手が朝型か夜型かによって異なっており、遺伝的
および生理学的な違いが、各個人の体内時計の相違
やどのように明暗周期や社会生活などの外的要因に
適応するのかに深く関わっていることを報告してい
る。サーカディアンリズムの表現型が朝型のヒトで
はピークパフォーマンスは日中（平均で12時）に、中
間型のヒトでは午後（平均で16時）に、夜型のヒトで
は夜（平均で20時）に出現する。また、演者らの研究に
より、ピークパフォーマンスに最も影響を及ぼす因
子は実は時間帯ではなく、起床してからの時間と
サーカディアンリズムの表現型であることが分かっ
た。朝型や中間型は朝起きてから6時間でピークに達
するが、夜型は朝早く起きられないだけではなく、
ピークパフォーマンスに達するまで12時間かかるこ
とから、多くの競技種目において問題になる。しか
し、このサーカディアンリズムの表現型は遺伝的に
決まっていて一生変わらないのではなく、外的要因
の影響を受ける。演者らは生活習慣への介入（食事や
運動などのタイミングを変更する）によって、睡眠リ
ズムだけでなくピークパフォーマンスの時間帯を早
い時間にシフトさせることに成功している。アス
リート用のサーカディアンリズムテスト、長期的な
サーカディアンリズムの分析、体力パフォーマンス
テスト、生活習慣への介入を組み合わせることに
よって、サーカディアンシステムと時間帯によるパ
フォーマンスの変化の関係を理解し、選手のサーカ
ディアンリズムをうまく調節することによって、ア
スリートのベストパフォーマンスを引き出すことに

つながる。
　ウマはヒトと同じように昼行性の動物であり、
サーカディアンリズムもヒトと同様であることが予
想される。その場合、ウマのピークパフォーマンスの
時間帯は夕方である可能性が高い。しかし、JRAにお
いて、レースは昼前から午後にかけて実施されるの
にも関わらず、競走馬の調教は伝統的に早朝に実施
されている。しかし、朝型のヒトにおいても早朝に
ピークパフォーマンスを発揮することはない。本当
はウマにおいてもサーカディアンリズムのテストを
実施して、朝型なのか夜型なのかを判定し、個々のウ
マについて調教の時間帯を調節する方がいいだろ
う。また、ヒトと同様にウマにおいても運動は体内時
計に影響を与える因子であり、運動を行うと、骨格筋
における遺伝子発現のピークがシフトすることが知
られている（Murphy, Vet J, 2015）。これらのことを鑑
みるに、多くのレースが午後に実施されるにも関わ
らず、早朝に調教を実施することはウマのサーカ
ディアンリズムを攪乱し、ピークパフォーマンスを
引き出せていない可能性がある。

終わりに
　ヨーロッパスポーツ医学会の年次総会は、ヨー
ロッパはもちろん日本を含むアジアなど世界各国の
スポーツサイエンスに関わる研究者が多数参加する
重要な学術集会である。このような国際学会に参加
し、世界中の研究者と知識を共有し、情報を交換でき
たことは、研究を行う上で非常に有益であり、今後の
研究の方向性を決定する上で多くの示唆を得ること
ができ、たいへん有意義なものとなった。

図7　NIGHTWATCH（左）と測定項目を示した画面
（右）
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時事解説
　本号の記事では、ウマの受胎率や出生率の向上
に寄与してきた過去50年に亘るウマの繁殖に関
する科学と実践の進歩について、Troedsson博士が
詳しく説明する。ケンタッキー大学のケンタッ
キー農業試験場（Ken t u c k y  A g r i c u l t u r a l  
Experiment Station）において100年以上前から行
われた研究が、種牡馬並びに繁殖牝馬の不妊の臨
床評価と同様に繁殖に影響を及ぼす重要な疾病の
理解に多くの基礎を築いたということに目を向け
ることが重要である。1911年以降、Goodらは伝染
性流産を流行させる病原菌（S a l m o n e l l a  
Abortusequi：馬パラチフス菌）を特定しようと試
みた。その後、ワクチンや防御方法の開発によっ
て、米国におけるこの伝染性流産の主要な原因は
最終的に根絶された。Dimockによる研究（後に
EdwardsとBrunerが参画）は、不妊の繁殖牝馬の生
殖器官における臨床的、細菌学的、病理学的変化に
関する詳細な記述とともに、繁殖牝馬の妊娠に対
する臨床検査技術に関する記述に繋がった。この
取り組みは繁殖牝馬の妊娠判定と同様に、繁殖衛
生、子宮感染症、不妊に関する提言の基礎を築い
た。1933年には、本研究グループは、ウマ（ヘルペ
ス）ウイルス性流産の初期研究を開始した。彼らは
またケンタッキー中心部における繁殖牝馬の感染
性並びに非感染性流産の原因を明らかにするため
の大規模な研究も行った。ケンタッキー大学動物
病理学科のDoll、Bryans、後にAllen によるその後
の研究は、妊娠牝馬の馬ヘルペスウイルスによる
流産を予防するための最初の生ワクチンや不活化
ワクチンの開発に繋がった。1950年代半ばには、
Doll、Bryan、McCollum、Crowe は、馬ウイルス性動
脈炎や繁殖牝馬に流産を引き起こすウイルス性因
子を報告し、それが1980年代半ばのTimoneyと
McCollumの研究に基づくワクチンおよび防御対

策の開発へとつながっている。Loyらによる研究
は、繁殖牝馬の分娩後の生殖機能と、併せて繁殖牝
馬の発情周期をコントロールするための人工照明
法や内分泌系に対する処置についてのより深い理
解に繋がった。上記の時系列に沿った過去の研究
の紹介は不十分で、その他の重要な研究を省いて
しまったが、私はこの歴史的な視点はTroedsson博
士の記事で解説されている業績に加えられるもの
であると考える。ウマに関する予期しない将来的
な問題と同様に、現在目の前にある問題に取り組
むためには、ウマの繁殖に焦点を当てた研究に関
する専門知識とこの分野に関心を持つことが必要
であるということが示されている。

連絡先：
Barry A. Ball, D.V.M., Ph.D., D.A.C.T.
b.a.ball@uky.edu
(859) 218-1141
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

2019年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　調査期間中にアフリカ馬疫（AHS）の発生が、カ
メルーン、チャド、南アフリカ （RSA）並びにスワジ
ランド（現エスワティニ）で報告された。スワジラ
ンドでは、アフリカ馬疫が4件発生し、それぞれご
く少数であった。カメルーンとチャドでは、2件の
アフリカ馬疫の発生が確認された。カメルーンに
おける発生はともに使役馬とロバであり、チャド
では主にウマが感染した。南アフリカでのアフリ
カ馬疫の発生は多く、特にハウテン州で多く認め

られた。アフリカ馬疫流行地域の他の州では、散発
的な症例が確認された。現在までにウエスタン
ケープ州では、流行地域あるいは清浄地域ともに
本病の発生は報告されていない。
　馬インフルエンザ（EI）の発生が、ヨーロッパ（ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、オランダ並びに英国）、西アフリカ（ブルキナ
ファソ、ガーナ、マリ、ナイジェリア、ニジェール並
びにセネガル）、米国など多くの国で確認された。
ヨーロッパでは、主にワクチン未接種馬に発生し
たが、ワクチン接種馬にも認められた。本病の発生
には、H3N8馬インフルエンザウイルス・フロリダ
亜系統クレード1 が関与していた。西アフリカに
おける馬インフルエンザの大きな影響は、ロバに
認められ、非常に高い死亡率を伴って数千頭の症
例が報告された。馬インフルエンザは米国では風
土病であり、2019年第1四半期においては8州で
57件の発生が確認された。
　腺疫はほとんどの国で依然として風土病であ
る : フランス（33件）、ニュージーランド（1件）、ス
ウェーデン（3件）、英国（1件）、米国（風土病）。18州
で84件が発生し、3州では大発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型 （EHV-1）による疾病
が、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、ノル
ウェー、スウェーデン、英国並びに米国で報告され
た。確認された呼吸器疾患の発生数は、1件（ノル
ウェーおよびスウェーデン）、2件（ベルギー、英国
並びに米国）、4件（フランス）であった。EHV-1に起
因する流産が、ベルギー（1例）、カナダ（2例）、フラ
ンス（5例）、ドイツ（1例）、日本（8例）、スウェーデ
ン（2例）、英国（4例）並びに米国（11例）で診断され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型による神経疾患が、フ
ランス（3件）、ドイツ（3件）、スウェーデン（3件で
それぞれ複数の症例）並びに米国（8州で13件、う
ち3件では複数の症例）で報告された。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患が、
アルゼンチン、ベルギーおよび南アフリカ（それぞ
れ1件）、スウェーデンと英国（それぞれ7件）、フラ
ンス（36件）並びに米国（風土病）で認められた。馬
ヘルペスウイルス2型感染症が米国で報告され、
いくつかは呼吸器疾患に関連した。

　ブルガリア、カナダ、ペルー並びに米国では、馬
伝染性貧血の発生が確認された。症例数は、ベル
ギーとペルーが1例ずつ、カナダでは5例であっ
た。米国では5州で本病の発生が確認され、症例数
は1例から9例と州によって異なっていた。
　馬ピロプラズマ病の発生が、アイルランド

（Babesia caballiが 輸入された繁殖牝馬1頭とその
流産子馬で確認された）と南アフリカ（風土病）で
報告された。
　レプトスピラ性流産が、ベルギー（1例）と米国

（2例）で確認された。米国ではノカルジア性胎盤
炎が4例診断され、3例はAmycolatopsis spp、1例は
Crossiella equi 感染であった。また、他にムコイド
型胎盤炎も4例診断された。
　米国では、馬媾疹が2例確認された。
　米国では、クロストリジウム性腸炎が新生子馬
で診断され、そのうち5例はClostridium perfringens
感染によるものであった。加えて、4例のC. difficile
感染が確認された。
　2019年第1四半期に報告された神経疾患のう
ち、米国では1例の狂犬病、9例の東部馬脳炎が報
告され、それらは1例を除いて全てがフロリダ州
における発生であった。同時期に南アフリカでは、
1例のウエストナイルウイルス感染症と計5州に
おける60例の馬脳症の発生が確認された。メキシ
コでは、ナヤリット州で41件の西部馬脳炎の発生
が報告された。これらの発生では53例が確認さ
れ、そのうち7例は死亡した。
 
ウマの繁殖における動向の変遷
　過去50年に亘るウマの繁殖生物学や繁殖衛生
学研究の進歩は、ウマの受胎率や出生率の向上に
貢献してきた。内分泌診断や超音波診断の進歩は、
臨床獣医師が繁殖牝馬や種牡馬の繁殖能力を調べ
るのに役立つ。繁殖牝馬の卵胞機能不全や排卵機
能不全は高精度に診断できる。排卵10日後から妊
娠期間を通して胚や胎子の発達をモニタリングす
ることができ、ハイリスクの妊娠を識別するため
に胎子／胎盤の異常が診断される。種牡馬につい
て、これまでの不妊検査では検出されなかった精
子の生化学的異常や遺伝学的異常が分かってき
た。さらに、超音波ドプラー法を用いて精巣異常や

血流を高精度に検査することができる。
　ウマの繁殖における現在の動向は、繁殖牝馬頭
数の減少と、子馬の健康や将来のパフォーマンス
を向上させる遺伝子選択の強化とともに妊娠期に
おける健康管理への新たな取組みにより特徴づけ
られる。加えて、生殖補助医療の分野における大幅
な進歩は、以前には得られなかった多くの可能性
をもたらす。

健康な妊娠のモニタリング
　ハイリスク妊娠のバイオマーカーおよび妊娠後
期の流産を防ぐための効率的な治療法が研究され
ている。病的な状態を検出する可能性のある新し
いマーカーが発見されることにより、効果的な治
療法の選択肢の開発が必要となる。同様な傾向が、
子宮内膜炎に関して、休眠状態の細菌や子宮のバ
イオフィルムに対する新しい診断方法の開発につ
いても見られる。子宮内膜炎に対する新しい治療
法として、しばしば非抗生物質あるいはサプリメ
ント等を使用することが多いが、その一方でハイ
リスクの妊娠牝馬に対する治療選択肢は、細菌の
薬剤感受性試験を実施することなく長期間に亘っ
て広域スペクトルの抗生物質を全身投与すること
がほとんどである。医療のみではなく獣医医療に
おいても抗生剤を乱用した際の影響が世界的に認
識されており、それはウマの繁殖についても例外
ではない。抗生剤の乱用は、今日最も差し迫った公
衆衛生上の問題の一つである細菌の薬剤耐性につ
ながる。ウマの繁殖における新しい傾向は、獣医医
療、公衆衛生、世界的な馬生産業のこうした問題を
反映し、抗生物質を用いない新たな治療法の開発
が必要とされる。

改良された遺伝子選択
　ウマの繁殖の優れた技術は遺伝子選択に基づい
て行われる。ホースマンは、体型、毛色、速さ、持久
力などの目に見える特徴（表現型）に加えて、家系

（血統）を評価し、これらの評価を基に交配の決定
を行う。ウマの繁殖は量から質を高めることへと
変化しており、繁殖分野における遺伝学的研究や
ゲノム研究によって、交配の選択基準はより正確
なものになる可能性がある。ウマのゲノム配列決

定につながる研究によって、遺伝性疾患のみなら
ず優れた特徴（速さ、毛色など）に関連する遺伝子
がますます多く同定されてきた。これらの科学進
歩は、現在交配を決定する前において潜在的な
キャリアーを調べる検査に応用されている。もし
血統登録で許可されるならば、胚の移植前遺伝子
検査は、ある特定の遺伝子を選択する（あるいは排
除する）ためのより効果的な方法となるであろう。
最近開始され進行中の研究によって、我々はウマ
の受胎1週間後に非外科的に子宮から胚を取り出
して、特定の遺伝子の有無を検査することが可能
である。研究室において分子遺伝学的検査を実施
する間に、胚は凍結保存することができ、その検査
結果が良い場合には、レシピエントの繁殖牝馬あ
るいは生物学上の実の母馬に移植できる。ウマの
繁殖にもたらす本技術の潜在的利益は明らかであ
る。例えば、消耗性疾患の遺伝子キャリアー（いく
つかの潜在的に望ましい遺伝子キャリアーであっ
たとしても）が繁殖から完全に除外されない限り、
移植前の遺伝子検査に基づいて健康な胚を選択す
ることが疾患を根絶する唯一の方法である。馬生
産者へ実益がもたらされるため、研究によりウマ
の様々な特質に影響を与える新たな遺伝子がさら
に同定され検査ができるようになると、ウマにお
ける移植前遺伝子検査の技術はさらに発展し普及
することが期待される。近い将来に期待される研
究の関連分野は、胎子発達における遺伝子発現に
対する環境からの影響の重要性に関する研究であ
る（エピジェネティックス)。

生殖補助医療について
　生殖補助医療は必ずしも全ての生産者に適して
いるとは限らない。しかしながら、この分野につい
ての現在の知識や将来期待される研究の進歩に
よって、繁殖業務は精選された最高のものになる
可能性がある。いくつかの生殖補助医療技術は、精
液の状態改善処置を可能にし、繁殖能力のある種
牡馬並びに授精率の低い種牡馬の管理に関して重
要な利点をもたらす。例えば、凍結保存させた精液
は世界中どこにでも輸送できる。そのため有益な
遺伝子は世界中で利用でき、また種牡馬の遺伝子
は彼らが死亡した後も長く保存できる。近年オー

ストラリアの研究者達は、ウマの精液を常温で長
期間保存することを可能にする精液希釈剤（エク
ステンダー）を開発した。これは、輸送精液を用い
た繁殖を容易にし、予定の排卵時期に合わせて輸
送のタイミングを決めなければならないという
ハードルを下げることができる、明らかな大躍進
である。精液の生物学における研究の進歩によっ
て、特異的で選択的な不妊問題を抱える種牡馬に
対する治療方法が改善されてきた。精子の質およ
び生存率がともに低い精液を産生する種牡馬で
は、しばしば、精液を遠心分離し、栄養成分を含む
精液希釈剤による精子の再懸濁処理を行うことが
ある。 さらに、勾配遠心分離によって授精前に精
子を質の「良い」ものと「悪い」ものに分けることが
可能であり、精液の質を高めることが出来る。関連
する精子の生物学に対する理解を深めるためのさ
らなる研究や、精液中の望ましい精子集団を同定
するための先端的診断法には、精液中から優れた
精子を選出する堅牢で効率的な技術が必要となる
ことが予想される。フローサイトメトリー によっ
てX精子（X染色体を持つ精子）とY精子（Y染色体
を持つ精子）を分けることを可能にする研究（X精
子がより多くのDNAを含むという事実に基づく）
は商品化され、現在専門研究所によって提供され
ている。この方法は非常に正確だが、未だに効率は
非常に悪く、雌雄鑑別された精子は少数しか得ら
れない。この問題は本法の制限因子であり、技術の
改良にはさらなる研究が必要とされる。特定の精
子のDNA配列を標的としたナノテクノロジーの応
用について調査している最近の研究は、精子を雌
雄鑑別するため、また恐らくより重要なのは、胚の
移植前遺伝子検査の代替あるいは補完法として用
いることができる性別以外の遺伝情報に基づく精
子選別を行うための新しい高効率技術を開発する
可能性を秘めている。ロバや他種を用いた雌雄鑑
別のためのナノテクノロジーを用いた研究の予備
段階における結果は、期待が持てるように思われ
る。論理的に、研究室における精子の選別等の技術
では、繁殖に利用できる精子数はいつまで経って
も少数に限られてしまうであろう。しかしながら、
最近の科学進歩や臨床的進歩は、不妊の種牡馬か
ら採取した1つの精子を利用し、超音波ガイド下

で卵巣から卵胞吸引で回収された1個の卵子に注
入し、制御環境下で、ペトリ皿内で胚を培養し、そ
の後にレシピエントの繁殖牝馬に移植するかある
いは同じ卵母細胞ドナーの繁殖牝馬に戻すことを
可能にした。卵細胞質内精子注入法(ICSI)はますま
す普及し、遺伝子学的に価値の高い精子であるも
のの質が悪い場合やあるいは種牡馬の疾病や死亡
によって精子の採取に制限がある場合において最
適な方法となってきた。この技術の効率を改善す
るための研究は、生殖補助医療を用いる繁殖業務
に大いに役立つであろう。
　生存している個体の体細胞クローニングから作
られた子馬が血統登録に認可されることは、まず
ないであろう。それにもかかわらず、この技術はウ
マの世界に対して供給されており、子馬を血統登
録する必要のないオーナーの間では人気となって
いる。これまでにクローンとして作成されたウマ
は競技馬として使用実績があるが、この技術の最
大の利点は、優秀な競技成績を収めた去勢馬の遺
伝的複製として完全な種牡馬を作り出す可能性が
あることなのかもしれない。たとえクローンの遺
伝子構造が元のウマにそっくりであっても、試験
管や代理母の子宮内で胚や胎子が曝露される環境
の影響によって、表現型（外見やパフォーマンス）
が異なることがあるということに留意するべきで
ある(エピジェネティックス)。クローンとして作
成され去勢していない種牡馬にとって最高の将来
とは、繁殖に用いられることかもしれない。言い換
えれば、それは去勢馬に再び精巣を戻すための高
価な方法なのである。

連絡先：
Mats H.T. Troedsson, DVM, PhD, DACT, DECAR
m.troedsson@uky.edu
(859) 218-1133
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
クロストリジウム筋炎
　クロストリジウム筋炎は稀であるが、重篤な細
菌感染症であり、筋肉の炎症や壊死を引き起こし、

血中に細菌性毒素を放出する。この状態は、筋壊
死、悪性水腫やガス壊疽とも呼ばれる。本症は、筋
肉内注射を打たれたばかりのウマに最も多く発生
する。臨床症状は注射後6～72時間に現れ、初めウ
マには患部の腫脹、帯熱、疼痛が認められる。本疾
病は急速に進行し、ウマの状態は数時間のうちに
悪化することもある。罹患馬は全身性の毒血症の
症状を示す。重症例では、急速に死亡してしまう可
能性もある。クロストリジウム属細菌はガスを産
生し、病変部には特有の気腫（泡状）あるいは捻髪
音を認める。クロストリジウム筋炎はまさしく医
療的緊急事態であり、生存は積極的な抗生剤投与
と壊死部の除去による迅速な介入の有無に左右さ
れる。
　クロストリジウム属は、グラム陽性、嫌気性、芽
胞形成性の細菌で、知られているものだけでも
150種以上存在する。これらの細菌は、芽胞形成能
によって環境中において長期間生存できる。芽胞
は損傷した筋肉等の酸素のない部位に侵入する
と、それがきっかけとなり急速に増殖し、また外毒
素を産生し、広範に組織や血管障害を引き起こす。
一般的に筋炎の原因となるクロストリジウム属菌
には、C. perfringens、C. septicumやC. chauvoeiがあ
る。
　クロストリジウム筋炎は、ワクチン、イベルメク
チン、抗ヒスタミン剤、フェニルブタゾン、ビタミ
ン剤、プロスタグランジンやフルニキシンメグル
ミン（最も多い）の筋肉内投与後に発症することが
報告されてきた。本病は稀に、薬剤を血管周囲に
誤って投与した場合や、分娩に伴う外傷、あるいは
刺創によっても起こる。2003年のPeekらの研究で
は、種牡馬とクォーターホースが罹患馬の大きな
比率を占めており、著者らは本病がこれらの馬種
の筋肉が大きいことによるという仮説を立てた。
細菌の芽胞がウマの筋肉内に達するメカニズムに
ついては知られていない。注射の際に芽胞が筋肉
に注入されるという可能性はあり得る。腸炎や疝
痛の際に、細菌が腸内の正常な存在環境から移行
し、血流に乗って筋肉内に到達するという説もあ
る。注射前に注射部位を清浄化したかどうかは、筋
炎の発生に無関係であることが判明してきた。非

ステロイド剤やビタミン剤などの刺激性物質投与
に伴う筋炎の発生率が高いことが報告されてお
り、これは組織損傷を増加し無酸素環境を作り出
してしまうことによる可能性が考えられる。
　診断には少量の貯留液を吸引し、嫌気性培養や
グラム陽性桿菌の有無を調べるためのグラム染色
などを行う。感染を治療するためには、筋肉や筋膜
まで大きく切開し、細菌を酸素に曝露させ、壊死組
織を掻爬しなければならない。これらの細菌は、心
臓の収縮性の低下をもたらす可能性など、ウマに
二次的に影響を及ぼす毒素を産生するため、全身
支持療法が重要である。またクロストリジウム毒
素は、貧血、血小板減少症、白血球減少症を引き起
こすこともある。一般的にウマは、高用量のペニシ
リンの静脈内投与、輸液、心血管系の維持や創傷に
対する処置によって治療される。もし可能ならば、
定法の治療を補助するために高圧治療が推奨され
る。
　本病の生存率は31%～73%であると報告されて
おり、またC. septicumあるいはC. chauvoeiと比較
してC. perfringens感染の方が生存率は高いようで
ある。初期の毒血症を生き抜いたウマは、予後が良
くなる。感染と治療によって形成された創傷は大
型であることが多く、完治まで数週間から数カ月
を要することもある。生存できずに死亡するウマ
は、血管内凝固や多臓器不全などの症状を示す。
　クロストリジウム筋炎に対する決定的な予防法
はない。筋肉内注射を施す場合には、大きく、血管
に富んだ筋群を選択するべきである。また、経口投
与あるいは静脈内投与等の別の投薬方法があるな
らば、刺激性物質の筋肉内投与を避けるべきであ
る。

連絡先：
Rebecca Ruby, BVSc (dist), MSc, DACVP
Rebecca.Ruby@uky.edu
(859) 257-8283
UK Veterinary Diagnostic Laboratory
University of Kentucky
Lexington, KY
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時事解説
　本号の記事では、ウマの受胎率や出生率の向上
に寄与してきた過去50年に亘るウマの繁殖に関
する科学と実践の進歩について、Troedsson博士が
詳しく説明する。ケンタッキー大学のケンタッ
キー農業試験場（Ken t u c k y  A g r i c u l t u r a l  
Experiment Station）において100年以上前から行
われた研究が、種牡馬並びに繁殖牝馬の不妊の臨
床評価と同様に繁殖に影響を及ぼす重要な疾病の
理解に多くの基礎を築いたということに目を向け
ることが重要である。1911年以降、Goodらは伝染
性流産を流行させる病原菌（S a l m o n e l l a  
Abortusequi：馬パラチフス菌）を特定しようと試
みた。その後、ワクチンや防御方法の開発によっ
て、米国におけるこの伝染性流産の主要な原因は
最終的に根絶された。Dimockによる研究（後に
EdwardsとBrunerが参画）は、不妊の繁殖牝馬の生
殖器官における臨床的、細菌学的、病理学的変化に
関する詳細な記述とともに、繁殖牝馬の妊娠に対
する臨床検査技術に関する記述に繋がった。この
取り組みは繁殖牝馬の妊娠判定と同様に、繁殖衛
生、子宮感染症、不妊に関する提言の基礎を築い
た。1933年には、本研究グループは、ウマ（ヘルペ
ス）ウイルス性流産の初期研究を開始した。彼らは
またケンタッキー中心部における繁殖牝馬の感染
性並びに非感染性流産の原因を明らかにするため
の大規模な研究も行った。ケンタッキー大学動物
病理学科のDoll、Bryans、後にAllen によるその後
の研究は、妊娠牝馬の馬ヘルペスウイルスによる
流産を予防するための最初の生ワクチンや不活化
ワクチンの開発に繋がった。1950年代半ばには、
Doll、Bryan、McCollum、Crowe は、馬ウイルス性動
脈炎や繁殖牝馬に流産を引き起こすウイルス性因
子を報告し、それが1980年代半ばのTimoneyと
McCollumの研究に基づくワクチンおよび防御対

策の開発へとつながっている。Loyらによる研究
は、繁殖牝馬の分娩後の生殖機能と、併せて繁殖牝
馬の発情周期をコントロールするための人工照明
法や内分泌系に対する処置についてのより深い理
解に繋がった。上記の時系列に沿った過去の研究
の紹介は不十分で、その他の重要な研究を省いて
しまったが、私はこの歴史的な視点はTroedsson博
士の記事で解説されている業績に加えられるもの
であると考える。ウマに関する予期しない将来的
な問題と同様に、現在目の前にある問題に取り組
むためには、ウマの繁殖に焦点を当てた研究に関
する専門知識とこの分野に関心を持つことが必要
であるということが示されている。

連絡先：
Barry A. Ball, D.V.M., Ph.D., D.A.C.T.
b.a.ball@uky.edu
(859) 218-1141
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

2019年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　調査期間中にアフリカ馬疫（AHS）の発生が、カ
メルーン、チャド、南アフリカ （RSA）並びにスワジ
ランド（現エスワティニ）で報告された。スワジラ
ンドでは、アフリカ馬疫が4件発生し、それぞれご
く少数であった。カメルーンとチャドでは、2件の
アフリカ馬疫の発生が確認された。カメルーンに
おける発生はともに使役馬とロバであり、チャド
では主にウマが感染した。南アフリカでのアフリ
カ馬疫の発生は多く、特にハウテン州で多く認め

られた。アフリカ馬疫流行地域の他の州では、散発
的な症例が確認された。現在までにウエスタン
ケープ州では、流行地域あるいは清浄地域ともに
本病の発生は報告されていない。
　馬インフルエンザ（EI）の発生が、ヨーロッパ（ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、オランダ並びに英国）、西アフリカ（ブルキナ
ファソ、ガーナ、マリ、ナイジェリア、ニジェール並
びにセネガル）、米国など多くの国で確認された。
ヨーロッパでは、主にワクチン未接種馬に発生し
たが、ワクチン接種馬にも認められた。本病の発生
には、H3N8馬インフルエンザウイルス・フロリダ
亜系統クレード1 が関与していた。西アフリカに
おける馬インフルエンザの大きな影響は、ロバに
認められ、非常に高い死亡率を伴って数千頭の症
例が報告された。馬インフルエンザは米国では風
土病であり、2019年第1四半期においては8州で
57件の発生が確認された。
　腺疫はほとんどの国で依然として風土病であ
る : フランス（33件）、ニュージーランド（1件）、ス
ウェーデン（3件）、英国（1件）、米国（風土病）。18州
で84件が発生し、3州では大発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型 （EHV-1）による疾病
が、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、ノル
ウェー、スウェーデン、英国並びに米国で報告され
た。確認された呼吸器疾患の発生数は、1件（ノル
ウェーおよびスウェーデン）、2件（ベルギー、英国
並びに米国）、4件（フランス）であった。EHV-1に起
因する流産が、ベルギー（1例）、カナダ（2例）、フラ
ンス（5例）、ドイツ（1例）、日本（8例）、スウェーデ
ン（2例）、英国（4例）並びに米国（11例）で診断され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型による神経疾患が、フ
ランス（3件）、ドイツ（3件）、スウェーデン（3件で
それぞれ複数の症例）並びに米国（8州で13件、う
ち3件では複数の症例）で報告された。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患が、
アルゼンチン、ベルギーおよび南アフリカ（それぞ
れ1件）、スウェーデンと英国（それぞれ7件）、フラ
ンス（36件）並びに米国（風土病）で認められた。馬
ヘルペスウイルス2型感染症が米国で報告され、
いくつかは呼吸器疾患に関連した。

　ブルガリア、カナダ、ペルー並びに米国では、馬
伝染性貧血の発生が確認された。症例数は、ベル
ギーとペルーが1例ずつ、カナダでは5例であっ
た。米国では5州で本病の発生が確認され、症例数
は1例から9例と州によって異なっていた。
　馬ピロプラズマ病の発生が、アイルランド

（Babesia caballiが 輸入された繁殖牝馬1頭とその
流産子馬で確認された）と南アフリカ（風土病）で
報告された。
　レプトスピラ性流産が、ベルギー（1例）と米国

（2例）で確認された。米国ではノカルジア性胎盤
炎が4例診断され、3例はAmycolatopsis spp、1例は
Crossiella equi 感染であった。また、他にムコイド
型胎盤炎も4例診断された。
　米国では、馬媾疹が2例確認された。
　米国では、クロストリジウム性腸炎が新生子馬
で診断され、そのうち5例はClostridium perfringens
感染によるものであった。加えて、4例のC. difficile
感染が確認された。
　2019年第1四半期に報告された神経疾患のう
ち、米国では1例の狂犬病、9例の東部馬脳炎が報
告され、それらは1例を除いて全てがフロリダ州
における発生であった。同時期に南アフリカでは、
1例のウエストナイルウイルス感染症と計5州に
おける60例の馬脳症の発生が確認された。メキシ
コでは、ナヤリット州で41件の西部馬脳炎の発生
が報告された。これらの発生では53例が確認さ
れ、そのうち7例は死亡した。
 
ウマの繁殖における動向の変遷
　過去50年に亘るウマの繁殖生物学や繁殖衛生
学研究の進歩は、ウマの受胎率や出生率の向上に
貢献してきた。内分泌診断や超音波診断の進歩は、
臨床獣医師が繁殖牝馬や種牡馬の繁殖能力を調べ
るのに役立つ。繁殖牝馬の卵胞機能不全や排卵機
能不全は高精度に診断できる。排卵10日後から妊
娠期間を通して胚や胎子の発達をモニタリングす
ることができ、ハイリスクの妊娠を識別するため
に胎子／胎盤の異常が診断される。種牡馬につい
て、これまでの不妊検査では検出されなかった精
子の生化学的異常や遺伝学的異常が分かってき
た。さらに、超音波ドプラー法を用いて精巣異常や

血流を高精度に検査することができる。
　ウマの繁殖における現在の動向は、繁殖牝馬頭
数の減少と、子馬の健康や将来のパフォーマンス
を向上させる遺伝子選択の強化とともに妊娠期に
おける健康管理への新たな取組みにより特徴づけ
られる。加えて、生殖補助医療の分野における大幅
な進歩は、以前には得られなかった多くの可能性
をもたらす。

健康な妊娠のモニタリング
　ハイリスク妊娠のバイオマーカーおよび妊娠後
期の流産を防ぐための効率的な治療法が研究され
ている。病的な状態を検出する可能性のある新し
いマーカーが発見されることにより、効果的な治
療法の選択肢の開発が必要となる。同様な傾向が、
子宮内膜炎に関して、休眠状態の細菌や子宮のバ
イオフィルムに対する新しい診断方法の開発につ
いても見られる。子宮内膜炎に対する新しい治療
法として、しばしば非抗生物質あるいはサプリメ
ント等を使用することが多いが、その一方でハイ
リスクの妊娠牝馬に対する治療選択肢は、細菌の
薬剤感受性試験を実施することなく長期間に亘っ
て広域スペクトルの抗生物質を全身投与すること
がほとんどである。医療のみではなく獣医医療に
おいても抗生剤を乱用した際の影響が世界的に認
識されており、それはウマの繁殖についても例外
ではない。抗生剤の乱用は、今日最も差し迫った公
衆衛生上の問題の一つである細菌の薬剤耐性につ
ながる。ウマの繁殖における新しい傾向は、獣医医
療、公衆衛生、世界的な馬生産業のこうした問題を
反映し、抗生物質を用いない新たな治療法の開発
が必要とされる。

改良された遺伝子選択
　ウマの繁殖の優れた技術は遺伝子選択に基づい
て行われる。ホースマンは、体型、毛色、速さ、持久
力などの目に見える特徴（表現型）に加えて、家系

（血統）を評価し、これらの評価を基に交配の決定
を行う。ウマの繁殖は量から質を高めることへと
変化しており、繁殖分野における遺伝学的研究や
ゲノム研究によって、交配の選択基準はより正確
なものになる可能性がある。ウマのゲノム配列決

定につながる研究によって、遺伝性疾患のみなら
ず優れた特徴（速さ、毛色など）に関連する遺伝子
がますます多く同定されてきた。これらの科学進
歩は、現在交配を決定する前において潜在的な
キャリアーを調べる検査に応用されている。もし
血統登録で許可されるならば、胚の移植前遺伝子
検査は、ある特定の遺伝子を選択する（あるいは排
除する）ためのより効果的な方法となるであろう。
最近開始され進行中の研究によって、我々はウマ
の受胎1週間後に非外科的に子宮から胚を取り出
して、特定の遺伝子の有無を検査することが可能
である。研究室において分子遺伝学的検査を実施
する間に、胚は凍結保存することができ、その検査
結果が良い場合には、レシピエントの繁殖牝馬あ
るいは生物学上の実の母馬に移植できる。ウマの
繁殖にもたらす本技術の潜在的利益は明らかであ
る。例えば、消耗性疾患の遺伝子キャリアー（いく
つかの潜在的に望ましい遺伝子キャリアーであっ
たとしても）が繁殖から完全に除外されない限り、
移植前の遺伝子検査に基づいて健康な胚を選択す
ることが疾患を根絶する唯一の方法である。馬生
産者へ実益がもたらされるため、研究によりウマ
の様々な特質に影響を与える新たな遺伝子がさら
に同定され検査ができるようになると、ウマにお
ける移植前遺伝子検査の技術はさらに発展し普及
することが期待される。近い将来に期待される研
究の関連分野は、胎子発達における遺伝子発現に
対する環境からの影響の重要性に関する研究であ
る（エピジェネティックス)。

生殖補助医療について
　生殖補助医療は必ずしも全ての生産者に適して
いるとは限らない。しかしながら、この分野につい
ての現在の知識や将来期待される研究の進歩に
よって、繁殖業務は精選された最高のものになる
可能性がある。いくつかの生殖補助医療技術は、精
液の状態改善処置を可能にし、繁殖能力のある種
牡馬並びに授精率の低い種牡馬の管理に関して重
要な利点をもたらす。例えば、凍結保存させた精液
は世界中どこにでも輸送できる。そのため有益な
遺伝子は世界中で利用でき、また種牡馬の遺伝子
は彼らが死亡した後も長く保存できる。近年オー

ストラリアの研究者達は、ウマの精液を常温で長
期間保存することを可能にする精液希釈剤（エク
ステンダー）を開発した。これは、輸送精液を用い
た繁殖を容易にし、予定の排卵時期に合わせて輸
送のタイミングを決めなければならないという
ハードルを下げることができる、明らかな大躍進
である。精液の生物学における研究の進歩によっ
て、特異的で選択的な不妊問題を抱える種牡馬に
対する治療方法が改善されてきた。精子の質およ
び生存率がともに低い精液を産生する種牡馬で
は、しばしば、精液を遠心分離し、栄養成分を含む
精液希釈剤による精子の再懸濁処理を行うことが
ある。 さらに、勾配遠心分離によって授精前に精
子を質の「良い」ものと「悪い」ものに分けることが
可能であり、精液の質を高めることが出来る。関連
する精子の生物学に対する理解を深めるためのさ
らなる研究や、精液中の望ましい精子集団を同定
するための先端的診断法には、精液中から優れた
精子を選出する堅牢で効率的な技術が必要となる
ことが予想される。フローサイトメトリー によっ
てX精子（X染色体を持つ精子）とY精子（Y染色体
を持つ精子）を分けることを可能にする研究（X精
子がより多くのDNAを含むという事実に基づく）
は商品化され、現在専門研究所によって提供され
ている。この方法は非常に正確だが、未だに効率は
非常に悪く、雌雄鑑別された精子は少数しか得ら
れない。この問題は本法の制限因子であり、技術の
改良にはさらなる研究が必要とされる。特定の精
子のDNA配列を標的としたナノテクノロジーの応
用について調査している最近の研究は、精子を雌
雄鑑別するため、また恐らくより重要なのは、胚の
移植前遺伝子検査の代替あるいは補完法として用
いることができる性別以外の遺伝情報に基づく精
子選別を行うための新しい高効率技術を開発する
可能性を秘めている。ロバや他種を用いた雌雄鑑
別のためのナノテクノロジーを用いた研究の予備
段階における結果は、期待が持てるように思われ
る。論理的に、研究室における精子の選別等の技術
では、繁殖に利用できる精子数はいつまで経って
も少数に限られてしまうであろう。しかしながら、
最近の科学進歩や臨床的進歩は、不妊の種牡馬か
ら採取した1つの精子を利用し、超音波ガイド下

で卵巣から卵胞吸引で回収された1個の卵子に注
入し、制御環境下で、ペトリ皿内で胚を培養し、そ
の後にレシピエントの繁殖牝馬に移植するかある
いは同じ卵母細胞ドナーの繁殖牝馬に戻すことを
可能にした。卵細胞質内精子注入法(ICSI)はますま
す普及し、遺伝子学的に価値の高い精子であるも
のの質が悪い場合やあるいは種牡馬の疾病や死亡
によって精子の採取に制限がある場合において最
適な方法となってきた。この技術の効率を改善す
るための研究は、生殖補助医療を用いる繁殖業務
に大いに役立つであろう。
　生存している個体の体細胞クローニングから作
られた子馬が血統登録に認可されることは、まず
ないであろう。それにもかかわらず、この技術はウ
マの世界に対して供給されており、子馬を血統登
録する必要のないオーナーの間では人気となって
いる。これまでにクローンとして作成されたウマ
は競技馬として使用実績があるが、この技術の最
大の利点は、優秀な競技成績を収めた去勢馬の遺
伝的複製として完全な種牡馬を作り出す可能性が
あることなのかもしれない。たとえクローンの遺
伝子構造が元のウマにそっくりであっても、試験
管や代理母の子宮内で胚や胎子が曝露される環境
の影響によって、表現型（外見やパフォーマンス）
が異なることがあるということに留意するべきで
ある(エピジェネティックス)。クローンとして作
成され去勢していない種牡馬にとって最高の将来
とは、繁殖に用いられることかもしれない。言い換
えれば、それは去勢馬に再び精巣を戻すための高
価な方法なのである。

連絡先：
Mats H.T. Troedsson, DVM, PhD, DACT, DECAR
m.troedsson@uky.edu
(859) 218-1133
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
クロストリジウム筋炎
　クロストリジウム筋炎は稀であるが、重篤な細
菌感染症であり、筋肉の炎症や壊死を引き起こし、

血中に細菌性毒素を放出する。この状態は、筋壊
死、悪性水腫やガス壊疽とも呼ばれる。本症は、筋
肉内注射を打たれたばかりのウマに最も多く発生
する。臨床症状は注射後6～72時間に現れ、初めウ
マには患部の腫脹、帯熱、疼痛が認められる。本疾
病は急速に進行し、ウマの状態は数時間のうちに
悪化することもある。罹患馬は全身性の毒血症の
症状を示す。重症例では、急速に死亡してしまう可
能性もある。クロストリジウム属細菌はガスを産
生し、病変部には特有の気腫（泡状）あるいは捻髪
音を認める。クロストリジウム筋炎はまさしく医
療的緊急事態であり、生存は積極的な抗生剤投与
と壊死部の除去による迅速な介入の有無に左右さ
れる。
　クロストリジウム属は、グラム陽性、嫌気性、芽
胞形成性の細菌で、知られているものだけでも
150種以上存在する。これらの細菌は、芽胞形成能
によって環境中において長期間生存できる。芽胞
は損傷した筋肉等の酸素のない部位に侵入する
と、それがきっかけとなり急速に増殖し、また外毒
素を産生し、広範に組織や血管障害を引き起こす。
一般的に筋炎の原因となるクロストリジウム属菌
には、C. perfringens、C. septicumやC. chauvoeiがあ
る。
　クロストリジウム筋炎は、ワクチン、イベルメク
チン、抗ヒスタミン剤、フェニルブタゾン、ビタミ
ン剤、プロスタグランジンやフルニキシンメグル
ミン（最も多い）の筋肉内投与後に発症することが
報告されてきた。本病は稀に、薬剤を血管周囲に
誤って投与した場合や、分娩に伴う外傷、あるいは
刺創によっても起こる。2003年のPeekらの研究で
は、種牡馬とクォーターホースが罹患馬の大きな
比率を占めており、著者らは本病がこれらの馬種
の筋肉が大きいことによるという仮説を立てた。
細菌の芽胞がウマの筋肉内に達するメカニズムに
ついては知られていない。注射の際に芽胞が筋肉
に注入されるという可能性はあり得る。腸炎や疝
痛の際に、細菌が腸内の正常な存在環境から移行
し、血流に乗って筋肉内に到達するという説もあ
る。注射前に注射部位を清浄化したかどうかは、筋
炎の発生に無関係であることが判明してきた。非

ステロイド剤やビタミン剤などの刺激性物質投与
に伴う筋炎の発生率が高いことが報告されてお
り、これは組織損傷を増加し無酸素環境を作り出
してしまうことによる可能性が考えられる。
　診断には少量の貯留液を吸引し、嫌気性培養や
グラム陽性桿菌の有無を調べるためのグラム染色
などを行う。感染を治療するためには、筋肉や筋膜
まで大きく切開し、細菌を酸素に曝露させ、壊死組
織を掻爬しなければならない。これらの細菌は、心
臓の収縮性の低下をもたらす可能性など、ウマに
二次的に影響を及ぼす毒素を産生するため、全身
支持療法が重要である。またクロストリジウム毒
素は、貧血、血小板減少症、白血球減少症を引き起
こすこともある。一般的にウマは、高用量のペニシ
リンの静脈内投与、輸液、心血管系の維持や創傷に
対する処置によって治療される。もし可能ならば、
定法の治療を補助するために高圧治療が推奨され
る。
　本病の生存率は31%～73%であると報告されて
おり、またC. septicumあるいはC. chauvoeiと比較
してC. perfringens感染の方が生存率は高いようで
ある。初期の毒血症を生き抜いたウマは、予後が良
くなる。感染と治療によって形成された創傷は大
型であることが多く、完治まで数週間から数カ月
を要することもある。生存できずに死亡するウマ
は、血管内凝固や多臓器不全などの症状を示す。
　クロストリジウム筋炎に対する決定的な予防法
はない。筋肉内注射を施す場合には、大きく、血管
に富んだ筋群を選択するべきである。また、経口投
与あるいは静脈内投与等の別の投薬方法があるな
らば、刺激性物質の筋肉内投与を避けるべきであ
る。

連絡先：
Rebecca Ruby, BVSc (dist), MSc, DACVP
Rebecca.Ruby@uky.edu
(859) 257-8283
UK Veterinary Diagnostic Laboratory
University of Kentucky
Lexington, KY
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時事解説
　本号の記事では、ウマの受胎率や出生率の向上
に寄与してきた過去50年に亘るウマの繁殖に関
する科学と実践の進歩について、Troedsson博士が
詳しく説明する。ケンタッキー大学のケンタッ
キー農業試験場（Ken t u c k y  A g r i c u l t u r a l  
Experiment Station）において100年以上前から行
われた研究が、種牡馬並びに繁殖牝馬の不妊の臨
床評価と同様に繁殖に影響を及ぼす重要な疾病の
理解に多くの基礎を築いたということに目を向け
ることが重要である。1911年以降、Goodらは伝染
性流産を流行させる病原菌（S a l m o n e l l a  
Abortusequi：馬パラチフス菌）を特定しようと試
みた。その後、ワクチンや防御方法の開発によっ
て、米国におけるこの伝染性流産の主要な原因は
最終的に根絶された。Dimockによる研究（後に
EdwardsとBrunerが参画）は、不妊の繁殖牝馬の生
殖器官における臨床的、細菌学的、病理学的変化に
関する詳細な記述とともに、繁殖牝馬の妊娠に対
する臨床検査技術に関する記述に繋がった。この
取り組みは繁殖牝馬の妊娠判定と同様に、繁殖衛
生、子宮感染症、不妊に関する提言の基礎を築い
た。1933年には、本研究グループは、ウマ（ヘルペ
ス）ウイルス性流産の初期研究を開始した。彼らは
またケンタッキー中心部における繁殖牝馬の感染
性並びに非感染性流産の原因を明らかにするため
の大規模な研究も行った。ケンタッキー大学動物
病理学科のDoll、Bryans、後にAllen によるその後
の研究は、妊娠牝馬の馬ヘルペスウイルスによる
流産を予防するための最初の生ワクチンや不活化
ワクチンの開発に繋がった。1950年代半ばには、
Doll、Bryan、McCollum、Crowe は、馬ウイルス性動
脈炎や繁殖牝馬に流産を引き起こすウイルス性因
子を報告し、それが1980年代半ばのTimoneyと
McCollumの研究に基づくワクチンおよび防御対

策の開発へとつながっている。Loyらによる研究
は、繁殖牝馬の分娩後の生殖機能と、併せて繁殖牝
馬の発情周期をコントロールするための人工照明
法や内分泌系に対する処置についてのより深い理
解に繋がった。上記の時系列に沿った過去の研究
の紹介は不十分で、その他の重要な研究を省いて
しまったが、私はこの歴史的な視点はTroedsson博
士の記事で解説されている業績に加えられるもの
であると考える。ウマに関する予期しない将来的
な問題と同様に、現在目の前にある問題に取り組
むためには、ウマの繁殖に焦点を当てた研究に関
する専門知識とこの分野に関心を持つことが必要
であるということが示されている。

連絡先：
Barry A. Ball, D.V.M., Ph.D., D.A.C.T.
b.a.ball@uky.edu
(859) 218-1141
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

2019年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　調査期間中にアフリカ馬疫（AHS）の発生が、カ
メルーン、チャド、南アフリカ （RSA）並びにスワジ
ランド（現エスワティニ）で報告された。スワジラ
ンドでは、アフリカ馬疫が4件発生し、それぞれご
く少数であった。カメルーンとチャドでは、2件の
アフリカ馬疫の発生が確認された。カメルーンに
おける発生はともに使役馬とロバであり、チャド
では主にウマが感染した。南アフリカでのアフリ
カ馬疫の発生は多く、特にハウテン州で多く認め

られた。アフリカ馬疫流行地域の他の州では、散発
的な症例が確認された。現在までにウエスタン
ケープ州では、流行地域あるいは清浄地域ともに
本病の発生は報告されていない。
　馬インフルエンザ（EI）の発生が、ヨーロッパ（ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、オランダ並びに英国）、西アフリカ（ブルキナ
ファソ、ガーナ、マリ、ナイジェリア、ニジェール並
びにセネガル）、米国など多くの国で確認された。
ヨーロッパでは、主にワクチン未接種馬に発生し
たが、ワクチン接種馬にも認められた。本病の発生
には、H3N8馬インフルエンザウイルス・フロリダ
亜系統クレード1 が関与していた。西アフリカに
おける馬インフルエンザの大きな影響は、ロバに
認められ、非常に高い死亡率を伴って数千頭の症
例が報告された。馬インフルエンザは米国では風
土病であり、2019年第1四半期においては8州で
57件の発生が確認された。
　腺疫はほとんどの国で依然として風土病であ
る : フランス（33件）、ニュージーランド（1件）、ス
ウェーデン（3件）、英国（1件）、米国（風土病）。18州
で84件が発生し、3州では大発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型 （EHV-1）による疾病
が、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、ノル
ウェー、スウェーデン、英国並びに米国で報告され
た。確認された呼吸器疾患の発生数は、1件（ノル
ウェーおよびスウェーデン）、2件（ベルギー、英国
並びに米国）、4件（フランス）であった。EHV-1に起
因する流産が、ベルギー（1例）、カナダ（2例）、フラ
ンス（5例）、ドイツ（1例）、日本（8例）、スウェーデ
ン（2例）、英国（4例）並びに米国（11例）で診断され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型による神経疾患が、フ
ランス（3件）、ドイツ（3件）、スウェーデン（3件で
それぞれ複数の症例）並びに米国（8州で13件、う
ち3件では複数の症例）で報告された。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患が、
アルゼンチン、ベルギーおよび南アフリカ（それぞ
れ1件）、スウェーデンと英国（それぞれ7件）、フラ
ンス（36件）並びに米国（風土病）で認められた。馬
ヘルペスウイルス2型感染症が米国で報告され、
いくつかは呼吸器疾患に関連した。

　ブルガリア、カナダ、ペルー並びに米国では、馬
伝染性貧血の発生が確認された。症例数は、ベル
ギーとペルーが1例ずつ、カナダでは5例であっ
た。米国では5州で本病の発生が確認され、症例数
は1例から9例と州によって異なっていた。
　馬ピロプラズマ病の発生が、アイルランド

（Babesia caballiが 輸入された繁殖牝馬1頭とその
流産子馬で確認された）と南アフリカ（風土病）で
報告された。
　レプトスピラ性流産が、ベルギー（1例）と米国

（2例）で確認された。米国ではノカルジア性胎盤
炎が4例診断され、3例はAmycolatopsis spp、1例は
Crossiella equi 感染であった。また、他にムコイド
型胎盤炎も4例診断された。
　米国では、馬媾疹が2例確認された。
　米国では、クロストリジウム性腸炎が新生子馬
で診断され、そのうち5例はClostridium perfringens
感染によるものであった。加えて、4例のC. difficile
感染が確認された。
　2019年第1四半期に報告された神経疾患のう
ち、米国では1例の狂犬病、9例の東部馬脳炎が報
告され、それらは1例を除いて全てがフロリダ州
における発生であった。同時期に南アフリカでは、
1例のウエストナイルウイルス感染症と計5州に
おける60例の馬脳症の発生が確認された。メキシ
コでは、ナヤリット州で41件の西部馬脳炎の発生
が報告された。これらの発生では53例が確認さ
れ、そのうち7例は死亡した。
 
ウマの繁殖における動向の変遷
　過去50年に亘るウマの繁殖生物学や繁殖衛生
学研究の進歩は、ウマの受胎率や出生率の向上に
貢献してきた。内分泌診断や超音波診断の進歩は、
臨床獣医師が繁殖牝馬や種牡馬の繁殖能力を調べ
るのに役立つ。繁殖牝馬の卵胞機能不全や排卵機
能不全は高精度に診断できる。排卵10日後から妊
娠期間を通して胚や胎子の発達をモニタリングす
ることができ、ハイリスクの妊娠を識別するため
に胎子／胎盤の異常が診断される。種牡馬につい
て、これまでの不妊検査では検出されなかった精
子の生化学的異常や遺伝学的異常が分かってき
た。さらに、超音波ドプラー法を用いて精巣異常や

血流を高精度に検査することができる。
　ウマの繁殖における現在の動向は、繁殖牝馬頭
数の減少と、子馬の健康や将来のパフォーマンス
を向上させる遺伝子選択の強化とともに妊娠期に
おける健康管理への新たな取組みにより特徴づけ
られる。加えて、生殖補助医療の分野における大幅
な進歩は、以前には得られなかった多くの可能性
をもたらす。

健康な妊娠のモニタリング
　ハイリスク妊娠のバイオマーカーおよび妊娠後
期の流産を防ぐための効率的な治療法が研究され
ている。病的な状態を検出する可能性のある新し
いマーカーが発見されることにより、効果的な治
療法の選択肢の開発が必要となる。同様な傾向が、
子宮内膜炎に関して、休眠状態の細菌や子宮のバ
イオフィルムに対する新しい診断方法の開発につ
いても見られる。子宮内膜炎に対する新しい治療
法として、しばしば非抗生物質あるいはサプリメ
ント等を使用することが多いが、その一方でハイ
リスクの妊娠牝馬に対する治療選択肢は、細菌の
薬剤感受性試験を実施することなく長期間に亘っ
て広域スペクトルの抗生物質を全身投与すること
がほとんどである。医療のみではなく獣医医療に
おいても抗生剤を乱用した際の影響が世界的に認
識されており、それはウマの繁殖についても例外
ではない。抗生剤の乱用は、今日最も差し迫った公
衆衛生上の問題の一つである細菌の薬剤耐性につ
ながる。ウマの繁殖における新しい傾向は、獣医医
療、公衆衛生、世界的な馬生産業のこうした問題を
反映し、抗生物質を用いない新たな治療法の開発
が必要とされる。

改良された遺伝子選択
　ウマの繁殖の優れた技術は遺伝子選択に基づい
て行われる。ホースマンは、体型、毛色、速さ、持久
力などの目に見える特徴（表現型）に加えて、家系

（血統）を評価し、これらの評価を基に交配の決定
を行う。ウマの繁殖は量から質を高めることへと
変化しており、繁殖分野における遺伝学的研究や
ゲノム研究によって、交配の選択基準はより正確
なものになる可能性がある。ウマのゲノム配列決

定につながる研究によって、遺伝性疾患のみなら
ず優れた特徴（速さ、毛色など）に関連する遺伝子
がますます多く同定されてきた。これらの科学進
歩は、現在交配を決定する前において潜在的な
キャリアーを調べる検査に応用されている。もし
血統登録で許可されるならば、胚の移植前遺伝子
検査は、ある特定の遺伝子を選択する（あるいは排
除する）ためのより効果的な方法となるであろう。
最近開始され進行中の研究によって、我々はウマ
の受胎1週間後に非外科的に子宮から胚を取り出
して、特定の遺伝子の有無を検査することが可能
である。研究室において分子遺伝学的検査を実施
する間に、胚は凍結保存することができ、その検査
結果が良い場合には、レシピエントの繁殖牝馬あ
るいは生物学上の実の母馬に移植できる。ウマの
繁殖にもたらす本技術の潜在的利益は明らかであ
る。例えば、消耗性疾患の遺伝子キャリアー（いく
つかの潜在的に望ましい遺伝子キャリアーであっ
たとしても）が繁殖から完全に除外されない限り、
移植前の遺伝子検査に基づいて健康な胚を選択す
ることが疾患を根絶する唯一の方法である。馬生
産者へ実益がもたらされるため、研究によりウマ
の様々な特質に影響を与える新たな遺伝子がさら
に同定され検査ができるようになると、ウマにお
ける移植前遺伝子検査の技術はさらに発展し普及
することが期待される。近い将来に期待される研
究の関連分野は、胎子発達における遺伝子発現に
対する環境からの影響の重要性に関する研究であ
る（エピジェネティックス)。

生殖補助医療について
　生殖補助医療は必ずしも全ての生産者に適して
いるとは限らない。しかしながら、この分野につい
ての現在の知識や将来期待される研究の進歩に
よって、繁殖業務は精選された最高のものになる
可能性がある。いくつかの生殖補助医療技術は、精
液の状態改善処置を可能にし、繁殖能力のある種
牡馬並びに授精率の低い種牡馬の管理に関して重
要な利点をもたらす。例えば、凍結保存させた精液
は世界中どこにでも輸送できる。そのため有益な
遺伝子は世界中で利用でき、また種牡馬の遺伝子
は彼らが死亡した後も長く保存できる。近年オー

ストラリアの研究者達は、ウマの精液を常温で長
期間保存することを可能にする精液希釈剤（エク
ステンダー）を開発した。これは、輸送精液を用い
た繁殖を容易にし、予定の排卵時期に合わせて輸
送のタイミングを決めなければならないという
ハードルを下げることができる、明らかな大躍進
である。精液の生物学における研究の進歩によっ
て、特異的で選択的な不妊問題を抱える種牡馬に
対する治療方法が改善されてきた。精子の質およ
び生存率がともに低い精液を産生する種牡馬で
は、しばしば、精液を遠心分離し、栄養成分を含む
精液希釈剤による精子の再懸濁処理を行うことが
ある。 さらに、勾配遠心分離によって授精前に精
子を質の「良い」ものと「悪い」ものに分けることが
可能であり、精液の質を高めることが出来る。関連
する精子の生物学に対する理解を深めるためのさ
らなる研究や、精液中の望ましい精子集団を同定
するための先端的診断法には、精液中から優れた
精子を選出する堅牢で効率的な技術が必要となる
ことが予想される。フローサイトメトリー によっ
てX精子（X染色体を持つ精子）とY精子（Y染色体
を持つ精子）を分けることを可能にする研究（X精
子がより多くのDNAを含むという事実に基づく）
は商品化され、現在専門研究所によって提供され
ている。この方法は非常に正確だが、未だに効率は
非常に悪く、雌雄鑑別された精子は少数しか得ら
れない。この問題は本法の制限因子であり、技術の
改良にはさらなる研究が必要とされる。特定の精
子のDNA配列を標的としたナノテクノロジーの応
用について調査している最近の研究は、精子を雌
雄鑑別するため、また恐らくより重要なのは、胚の
移植前遺伝子検査の代替あるいは補完法として用
いることができる性別以外の遺伝情報に基づく精
子選別を行うための新しい高効率技術を開発する
可能性を秘めている。ロバや他種を用いた雌雄鑑
別のためのナノテクノロジーを用いた研究の予備
段階における結果は、期待が持てるように思われ
る。論理的に、研究室における精子の選別等の技術
では、繁殖に利用できる精子数はいつまで経って
も少数に限られてしまうであろう。しかしながら、
最近の科学進歩や臨床的進歩は、不妊の種牡馬か
ら採取した1つの精子を利用し、超音波ガイド下

で卵巣から卵胞吸引で回収された1個の卵子に注
入し、制御環境下で、ペトリ皿内で胚を培養し、そ
の後にレシピエントの繁殖牝馬に移植するかある
いは同じ卵母細胞ドナーの繁殖牝馬に戻すことを
可能にした。卵細胞質内精子注入法(ICSI)はますま
す普及し、遺伝子学的に価値の高い精子であるも
のの質が悪い場合やあるいは種牡馬の疾病や死亡
によって精子の採取に制限がある場合において最
適な方法となってきた。この技術の効率を改善す
るための研究は、生殖補助医療を用いる繁殖業務
に大いに役立つであろう。
　生存している個体の体細胞クローニングから作
られた子馬が血統登録に認可されることは、まず
ないであろう。それにもかかわらず、この技術はウ
マの世界に対して供給されており、子馬を血統登
録する必要のないオーナーの間では人気となって
いる。これまでにクローンとして作成されたウマ
は競技馬として使用実績があるが、この技術の最
大の利点は、優秀な競技成績を収めた去勢馬の遺
伝的複製として完全な種牡馬を作り出す可能性が
あることなのかもしれない。たとえクローンの遺
伝子構造が元のウマにそっくりであっても、試験
管や代理母の子宮内で胚や胎子が曝露される環境
の影響によって、表現型（外見やパフォーマンス）
が異なることがあるということに留意するべきで
ある(エピジェネティックス)。クローンとして作
成され去勢していない種牡馬にとって最高の将来
とは、繁殖に用いられることかもしれない。言い換
えれば、それは去勢馬に再び精巣を戻すための高
価な方法なのである。

連絡先：
Mats H.T. Troedsson, DVM, PhD, DACT, DECAR
m.troedsson@uky.edu
(859) 218-1133
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
クロストリジウム筋炎
　クロストリジウム筋炎は稀であるが、重篤な細
菌感染症であり、筋肉の炎症や壊死を引き起こし、

血中に細菌性毒素を放出する。この状態は、筋壊
死、悪性水腫やガス壊疽とも呼ばれる。本症は、筋
肉内注射を打たれたばかりのウマに最も多く発生
する。臨床症状は注射後6～72時間に現れ、初めウ
マには患部の腫脹、帯熱、疼痛が認められる。本疾
病は急速に進行し、ウマの状態は数時間のうちに
悪化することもある。罹患馬は全身性の毒血症の
症状を示す。重症例では、急速に死亡してしまう可
能性もある。クロストリジウム属細菌はガスを産
生し、病変部には特有の気腫（泡状）あるいは捻髪
音を認める。クロストリジウム筋炎はまさしく医
療的緊急事態であり、生存は積極的な抗生剤投与
と壊死部の除去による迅速な介入の有無に左右さ
れる。
　クロストリジウム属は、グラム陽性、嫌気性、芽
胞形成性の細菌で、知られているものだけでも
150種以上存在する。これらの細菌は、芽胞形成能
によって環境中において長期間生存できる。芽胞
は損傷した筋肉等の酸素のない部位に侵入する
と、それがきっかけとなり急速に増殖し、また外毒
素を産生し、広範に組織や血管障害を引き起こす。
一般的に筋炎の原因となるクロストリジウム属菌
には、C. perfringens、C. septicumやC. chauvoeiがあ
る。
　クロストリジウム筋炎は、ワクチン、イベルメク
チン、抗ヒスタミン剤、フェニルブタゾン、ビタミ
ン剤、プロスタグランジンやフルニキシンメグル
ミン（最も多い）の筋肉内投与後に発症することが
報告されてきた。本病は稀に、薬剤を血管周囲に
誤って投与した場合や、分娩に伴う外傷、あるいは
刺創によっても起こる。2003年のPeekらの研究で
は、種牡馬とクォーターホースが罹患馬の大きな
比率を占めており、著者らは本病がこれらの馬種
の筋肉が大きいことによるという仮説を立てた。
細菌の芽胞がウマの筋肉内に達するメカニズムに
ついては知られていない。注射の際に芽胞が筋肉
に注入されるという可能性はあり得る。腸炎や疝
痛の際に、細菌が腸内の正常な存在環境から移行
し、血流に乗って筋肉内に到達するという説もあ
る。注射前に注射部位を清浄化したかどうかは、筋
炎の発生に無関係であることが判明してきた。非

ステロイド剤やビタミン剤などの刺激性物質投与
に伴う筋炎の発生率が高いことが報告されてお
り、これは組織損傷を増加し無酸素環境を作り出
してしまうことによる可能性が考えられる。
　診断には少量の貯留液を吸引し、嫌気性培養や
グラム陽性桿菌の有無を調べるためのグラム染色
などを行う。感染を治療するためには、筋肉や筋膜
まで大きく切開し、細菌を酸素に曝露させ、壊死組
織を掻爬しなければならない。これらの細菌は、心
臓の収縮性の低下をもたらす可能性など、ウマに
二次的に影響を及ぼす毒素を産生するため、全身
支持療法が重要である。またクロストリジウム毒
素は、貧血、血小板減少症、白血球減少症を引き起
こすこともある。一般的にウマは、高用量のペニシ
リンの静脈内投与、輸液、心血管系の維持や創傷に
対する処置によって治療される。もし可能ならば、
定法の治療を補助するために高圧治療が推奨され
る。
　本病の生存率は31%～73%であると報告されて
おり、またC. septicumあるいはC. chauvoeiと比較
してC. perfringens感染の方が生存率は高いようで
ある。初期の毒血症を生き抜いたウマは、予後が良
くなる。感染と治療によって形成された創傷は大
型であることが多く、完治まで数週間から数カ月
を要することもある。生存できずに死亡するウマ
は、血管内凝固や多臓器不全などの症状を示す。
　クロストリジウム筋炎に対する決定的な予防法
はない。筋肉内注射を施す場合には、大きく、血管
に富んだ筋群を選択するべきである。また、経口投
与あるいは静脈内投与等の別の投薬方法があるな
らば、刺激性物質の筋肉内投与を避けるべきであ
る。

連絡先：
Rebecca Ruby, BVSc (dist), MSc, DACVP
Rebecca.Ruby@uky.edu
(859) 257-8283
UK Veterinary Diagnostic Laboratory
University of Kentucky
Lexington, KY
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時事解説
　本号の記事では、ウマの受胎率や出生率の向上
に寄与してきた過去50年に亘るウマの繁殖に関
する科学と実践の進歩について、Troedsson博士が
詳しく説明する。ケンタッキー大学のケンタッ
キー農業試験場（Ken t u c k y  A g r i c u l t u r a l  
Experiment Station）において100年以上前から行
われた研究が、種牡馬並びに繁殖牝馬の不妊の臨
床評価と同様に繁殖に影響を及ぼす重要な疾病の
理解に多くの基礎を築いたということに目を向け
ることが重要である。1911年以降、Goodらは伝染
性流産を流行させる病原菌（S a l m o n e l l a  
Abortusequi：馬パラチフス菌）を特定しようと試
みた。その後、ワクチンや防御方法の開発によっ
て、米国におけるこの伝染性流産の主要な原因は
最終的に根絶された。Dimockによる研究（後に
EdwardsとBrunerが参画）は、不妊の繁殖牝馬の生
殖器官における臨床的、細菌学的、病理学的変化に
関する詳細な記述とともに、繁殖牝馬の妊娠に対
する臨床検査技術に関する記述に繋がった。この
取り組みは繁殖牝馬の妊娠判定と同様に、繁殖衛
生、子宮感染症、不妊に関する提言の基礎を築い
た。1933年には、本研究グループは、ウマ（ヘルペ
ス）ウイルス性流産の初期研究を開始した。彼らは
またケンタッキー中心部における繁殖牝馬の感染
性並びに非感染性流産の原因を明らかにするため
の大規模な研究も行った。ケンタッキー大学動物
病理学科のDoll、Bryans、後にAllen によるその後
の研究は、妊娠牝馬の馬ヘルペスウイルスによる
流産を予防するための最初の生ワクチンや不活化
ワクチンの開発に繋がった。1950年代半ばには、
Doll、Bryan、McCollum、Crowe は、馬ウイルス性動
脈炎や繁殖牝馬に流産を引き起こすウイルス性因
子を報告し、それが1980年代半ばのTimoneyと
McCollumの研究に基づくワクチンおよび防御対

策の開発へとつながっている。Loyらによる研究
は、繁殖牝馬の分娩後の生殖機能と、併せて繁殖牝
馬の発情周期をコントロールするための人工照明
法や内分泌系に対する処置についてのより深い理
解に繋がった。上記の時系列に沿った過去の研究
の紹介は不十分で、その他の重要な研究を省いて
しまったが、私はこの歴史的な視点はTroedsson博
士の記事で解説されている業績に加えられるもの
であると考える。ウマに関する予期しない将来的
な問題と同様に、現在目の前にある問題に取り組
むためには、ウマの繁殖に焦点を当てた研究に関
する専門知識とこの分野に関心を持つことが必要
であるということが示されている。

連絡先：
Barry A. Ball, D.V.M., Ph.D., D.A.C.T.
b.a.ball@uky.edu
(859) 218-1141
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

2019年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　調査期間中にアフリカ馬疫（AHS）の発生が、カ
メルーン、チャド、南アフリカ （RSA）並びにスワジ
ランド（現エスワティニ）で報告された。スワジラ
ンドでは、アフリカ馬疫が4件発生し、それぞれご
く少数であった。カメルーンとチャドでは、2件の
アフリカ馬疫の発生が確認された。カメルーンに
おける発生はともに使役馬とロバであり、チャド
では主にウマが感染した。南アフリカでのアフリ
カ馬疫の発生は多く、特にハウテン州で多く認め

られた。アフリカ馬疫流行地域の他の州では、散発
的な症例が確認された。現在までにウエスタン
ケープ州では、流行地域あるいは清浄地域ともに
本病の発生は報告されていない。
　馬インフルエンザ（EI）の発生が、ヨーロッパ（ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、オランダ並びに英国）、西アフリカ（ブルキナ
ファソ、ガーナ、マリ、ナイジェリア、ニジェール並
びにセネガル）、米国など多くの国で確認された。
ヨーロッパでは、主にワクチン未接種馬に発生し
たが、ワクチン接種馬にも認められた。本病の発生
には、H3N8馬インフルエンザウイルス・フロリダ
亜系統クレード1 が関与していた。西アフリカに
おける馬インフルエンザの大きな影響は、ロバに
認められ、非常に高い死亡率を伴って数千頭の症
例が報告された。馬インフルエンザは米国では風
土病であり、2019年第1四半期においては8州で
57件の発生が確認された。
　腺疫はほとんどの国で依然として風土病であ
る : フランス（33件）、ニュージーランド（1件）、ス
ウェーデン（3件）、英国（1件）、米国（風土病）。18州
で84件が発生し、3州では大発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型 （EHV-1）による疾病
が、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、ノル
ウェー、スウェーデン、英国並びに米国で報告され
た。確認された呼吸器疾患の発生数は、1件（ノル
ウェーおよびスウェーデン）、2件（ベルギー、英国
並びに米国）、4件（フランス）であった。EHV-1に起
因する流産が、ベルギー（1例）、カナダ（2例）、フラ
ンス（5例）、ドイツ（1例）、日本（8例）、スウェーデ
ン（2例）、英国（4例）並びに米国（11例）で診断され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型による神経疾患が、フ
ランス（3件）、ドイツ（3件）、スウェーデン（3件で
それぞれ複数の症例）並びに米国（8州で13件、う
ち3件では複数の症例）で報告された。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患が、
アルゼンチン、ベルギーおよび南アフリカ（それぞ
れ1件）、スウェーデンと英国（それぞれ7件）、フラ
ンス（36件）並びに米国（風土病）で認められた。馬
ヘルペスウイルス2型感染症が米国で報告され、
いくつかは呼吸器疾患に関連した。

　ブルガリア、カナダ、ペルー並びに米国では、馬
伝染性貧血の発生が確認された。症例数は、ベル
ギーとペルーが1例ずつ、カナダでは5例であっ
た。米国では5州で本病の発生が確認され、症例数
は1例から9例と州によって異なっていた。
　馬ピロプラズマ病の発生が、アイルランド

（Babesia caballiが 輸入された繁殖牝馬1頭とその
流産子馬で確認された）と南アフリカ（風土病）で
報告された。
　レプトスピラ性流産が、ベルギー（1例）と米国

（2例）で確認された。米国ではノカルジア性胎盤
炎が4例診断され、3例はAmycolatopsis spp、1例は
Crossiella equi 感染であった。また、他にムコイド
型胎盤炎も4例診断された。
　米国では、馬媾疹が2例確認された。
　米国では、クロストリジウム性腸炎が新生子馬
で診断され、そのうち5例はClostridium perfringens
感染によるものであった。加えて、4例のC. difficile
感染が確認された。
　2019年第1四半期に報告された神経疾患のう
ち、米国では1例の狂犬病、9例の東部馬脳炎が報
告され、それらは1例を除いて全てがフロリダ州
における発生であった。同時期に南アフリカでは、
1例のウエストナイルウイルス感染症と計5州に
おける60例の馬脳症の発生が確認された。メキシ
コでは、ナヤリット州で41件の西部馬脳炎の発生
が報告された。これらの発生では53例が確認さ
れ、そのうち7例は死亡した。
 
ウマの繁殖における動向の変遷
　過去50年に亘るウマの繁殖生物学や繁殖衛生
学研究の進歩は、ウマの受胎率や出生率の向上に
貢献してきた。内分泌診断や超音波診断の進歩は、
臨床獣医師が繁殖牝馬や種牡馬の繁殖能力を調べ
るのに役立つ。繁殖牝馬の卵胞機能不全や排卵機
能不全は高精度に診断できる。排卵10日後から妊
娠期間を通して胚や胎子の発達をモニタリングす
ることができ、ハイリスクの妊娠を識別するため
に胎子／胎盤の異常が診断される。種牡馬につい
て、これまでの不妊検査では検出されなかった精
子の生化学的異常や遺伝学的異常が分かってき
た。さらに、超音波ドプラー法を用いて精巣異常や

血流を高精度に検査することができる。
　ウマの繁殖における現在の動向は、繁殖牝馬頭
数の減少と、子馬の健康や将来のパフォーマンス
を向上させる遺伝子選択の強化とともに妊娠期に
おける健康管理への新たな取組みにより特徴づけ
られる。加えて、生殖補助医療の分野における大幅
な進歩は、以前には得られなかった多くの可能性
をもたらす。

健康な妊娠のモニタリング
　ハイリスク妊娠のバイオマーカーおよび妊娠後
期の流産を防ぐための効率的な治療法が研究され
ている。病的な状態を検出する可能性のある新し
いマーカーが発見されることにより、効果的な治
療法の選択肢の開発が必要となる。同様な傾向が、
子宮内膜炎に関して、休眠状態の細菌や子宮のバ
イオフィルムに対する新しい診断方法の開発につ
いても見られる。子宮内膜炎に対する新しい治療
法として、しばしば非抗生物質あるいはサプリメ
ント等を使用することが多いが、その一方でハイ
リスクの妊娠牝馬に対する治療選択肢は、細菌の
薬剤感受性試験を実施することなく長期間に亘っ
て広域スペクトルの抗生物質を全身投与すること
がほとんどである。医療のみではなく獣医医療に
おいても抗生剤を乱用した際の影響が世界的に認
識されており、それはウマの繁殖についても例外
ではない。抗生剤の乱用は、今日最も差し迫った公
衆衛生上の問題の一つである細菌の薬剤耐性につ
ながる。ウマの繁殖における新しい傾向は、獣医医
療、公衆衛生、世界的な馬生産業のこうした問題を
反映し、抗生物質を用いない新たな治療法の開発
が必要とされる。

改良された遺伝子選択
　ウマの繁殖の優れた技術は遺伝子選択に基づい
て行われる。ホースマンは、体型、毛色、速さ、持久
力などの目に見える特徴（表現型）に加えて、家系

（血統）を評価し、これらの評価を基に交配の決定
を行う。ウマの繁殖は量から質を高めることへと
変化しており、繁殖分野における遺伝学的研究や
ゲノム研究によって、交配の選択基準はより正確
なものになる可能性がある。ウマのゲノム配列決

定につながる研究によって、遺伝性疾患のみなら
ず優れた特徴（速さ、毛色など）に関連する遺伝子
がますます多く同定されてきた。これらの科学進
歩は、現在交配を決定する前において潜在的な
キャリアーを調べる検査に応用されている。もし
血統登録で許可されるならば、胚の移植前遺伝子
検査は、ある特定の遺伝子を選択する（あるいは排
除する）ためのより効果的な方法となるであろう。
最近開始され進行中の研究によって、我々はウマ
の受胎1週間後に非外科的に子宮から胚を取り出
して、特定の遺伝子の有無を検査することが可能
である。研究室において分子遺伝学的検査を実施
する間に、胚は凍結保存することができ、その検査
結果が良い場合には、レシピエントの繁殖牝馬あ
るいは生物学上の実の母馬に移植できる。ウマの
繁殖にもたらす本技術の潜在的利益は明らかであ
る。例えば、消耗性疾患の遺伝子キャリアー（いく
つかの潜在的に望ましい遺伝子キャリアーであっ
たとしても）が繁殖から完全に除外されない限り、
移植前の遺伝子検査に基づいて健康な胚を選択す
ることが疾患を根絶する唯一の方法である。馬生
産者へ実益がもたらされるため、研究によりウマ
の様々な特質に影響を与える新たな遺伝子がさら
に同定され検査ができるようになると、ウマにお
ける移植前遺伝子検査の技術はさらに発展し普及
することが期待される。近い将来に期待される研
究の関連分野は、胎子発達における遺伝子発現に
対する環境からの影響の重要性に関する研究であ
る（エピジェネティックス)。

生殖補助医療について
　生殖補助医療は必ずしも全ての生産者に適して
いるとは限らない。しかしながら、この分野につい
ての現在の知識や将来期待される研究の進歩に
よって、繁殖業務は精選された最高のものになる
可能性がある。いくつかの生殖補助医療技術は、精
液の状態改善処置を可能にし、繁殖能力のある種
牡馬並びに授精率の低い種牡馬の管理に関して重
要な利点をもたらす。例えば、凍結保存させた精液
は世界中どこにでも輸送できる。そのため有益な
遺伝子は世界中で利用でき、また種牡馬の遺伝子
は彼らが死亡した後も長く保存できる。近年オー

ストラリアの研究者達は、ウマの精液を常温で長
期間保存することを可能にする精液希釈剤（エク
ステンダー）を開発した。これは、輸送精液を用い
た繁殖を容易にし、予定の排卵時期に合わせて輸
送のタイミングを決めなければならないという
ハードルを下げることができる、明らかな大躍進
である。精液の生物学における研究の進歩によっ
て、特異的で選択的な不妊問題を抱える種牡馬に
対する治療方法が改善されてきた。精子の質およ
び生存率がともに低い精液を産生する種牡馬で
は、しばしば、精液を遠心分離し、栄養成分を含む
精液希釈剤による精子の再懸濁処理を行うことが
ある。 さらに、勾配遠心分離によって授精前に精
子を質の「良い」ものと「悪い」ものに分けることが
可能であり、精液の質を高めることが出来る。関連
する精子の生物学に対する理解を深めるためのさ
らなる研究や、精液中の望ましい精子集団を同定
するための先端的診断法には、精液中から優れた
精子を選出する堅牢で効率的な技術が必要となる
ことが予想される。フローサイトメトリー によっ
てX精子（X染色体を持つ精子）とY精子（Y染色体
を持つ精子）を分けることを可能にする研究（X精
子がより多くのDNAを含むという事実に基づく）
は商品化され、現在専門研究所によって提供され
ている。この方法は非常に正確だが、未だに効率は
非常に悪く、雌雄鑑別された精子は少数しか得ら
れない。この問題は本法の制限因子であり、技術の
改良にはさらなる研究が必要とされる。特定の精
子のDNA配列を標的としたナノテクノロジーの応
用について調査している最近の研究は、精子を雌
雄鑑別するため、また恐らくより重要なのは、胚の
移植前遺伝子検査の代替あるいは補完法として用
いることができる性別以外の遺伝情報に基づく精
子選別を行うための新しい高効率技術を開発する
可能性を秘めている。ロバや他種を用いた雌雄鑑
別のためのナノテクノロジーを用いた研究の予備
段階における結果は、期待が持てるように思われ
る。論理的に、研究室における精子の選別等の技術
では、繁殖に利用できる精子数はいつまで経って
も少数に限られてしまうであろう。しかしながら、
最近の科学進歩や臨床的進歩は、不妊の種牡馬か
ら採取した1つの精子を利用し、超音波ガイド下

で卵巣から卵胞吸引で回収された1個の卵子に注
入し、制御環境下で、ペトリ皿内で胚を培養し、そ
の後にレシピエントの繁殖牝馬に移植するかある
いは同じ卵母細胞ドナーの繁殖牝馬に戻すことを
可能にした。卵細胞質内精子注入法(ICSI)はますま
す普及し、遺伝子学的に価値の高い精子であるも
のの質が悪い場合やあるいは種牡馬の疾病や死亡
によって精子の採取に制限がある場合において最
適な方法となってきた。この技術の効率を改善す
るための研究は、生殖補助医療を用いる繁殖業務
に大いに役立つであろう。
　生存している個体の体細胞クローニングから作
られた子馬が血統登録に認可されることは、まず
ないであろう。それにもかかわらず、この技術はウ
マの世界に対して供給されており、子馬を血統登
録する必要のないオーナーの間では人気となって
いる。これまでにクローンとして作成されたウマ
は競技馬として使用実績があるが、この技術の最
大の利点は、優秀な競技成績を収めた去勢馬の遺
伝的複製として完全な種牡馬を作り出す可能性が
あることなのかもしれない。たとえクローンの遺
伝子構造が元のウマにそっくりであっても、試験
管や代理母の子宮内で胚や胎子が曝露される環境
の影響によって、表現型（外見やパフォーマンス）
が異なることがあるということに留意するべきで
ある(エピジェネティックス)。クローンとして作
成され去勢していない種牡馬にとって最高の将来
とは、繁殖に用いられることかもしれない。言い換
えれば、それは去勢馬に再び精巣を戻すための高
価な方法なのである。

連絡先：
Mats H.T. Troedsson, DVM, PhD, DACT, DECAR
m.troedsson@uky.edu
(859) 218-1133
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
クロストリジウム筋炎
　クロストリジウム筋炎は稀であるが、重篤な細
菌感染症であり、筋肉の炎症や壊死を引き起こし、

血中に細菌性毒素を放出する。この状態は、筋壊
死、悪性水腫やガス壊疽とも呼ばれる。本症は、筋
肉内注射を打たれたばかりのウマに最も多く発生
する。臨床症状は注射後6～72時間に現れ、初めウ
マには患部の腫脹、帯熱、疼痛が認められる。本疾
病は急速に進行し、ウマの状態は数時間のうちに
悪化することもある。罹患馬は全身性の毒血症の
症状を示す。重症例では、急速に死亡してしまう可
能性もある。クロストリジウム属細菌はガスを産
生し、病変部には特有の気腫（泡状）あるいは捻髪
音を認める。クロストリジウム筋炎はまさしく医
療的緊急事態であり、生存は積極的な抗生剤投与
と壊死部の除去による迅速な介入の有無に左右さ
れる。
　クロストリジウム属は、グラム陽性、嫌気性、芽
胞形成性の細菌で、知られているものだけでも
150種以上存在する。これらの細菌は、芽胞形成能
によって環境中において長期間生存できる。芽胞
は損傷した筋肉等の酸素のない部位に侵入する
と、それがきっかけとなり急速に増殖し、また外毒
素を産生し、広範に組織や血管障害を引き起こす。
一般的に筋炎の原因となるクロストリジウム属菌
には、C. perfringens、C. septicumやC. chauvoeiがあ
る。
　クロストリジウム筋炎は、ワクチン、イベルメク
チン、抗ヒスタミン剤、フェニルブタゾン、ビタミ
ン剤、プロスタグランジンやフルニキシンメグル
ミン（最も多い）の筋肉内投与後に発症することが
報告されてきた。本病は稀に、薬剤を血管周囲に
誤って投与した場合や、分娩に伴う外傷、あるいは
刺創によっても起こる。2003年のPeekらの研究で
は、種牡馬とクォーターホースが罹患馬の大きな
比率を占めており、著者らは本病がこれらの馬種
の筋肉が大きいことによるという仮説を立てた。
細菌の芽胞がウマの筋肉内に達するメカニズムに
ついては知られていない。注射の際に芽胞が筋肉
に注入されるという可能性はあり得る。腸炎や疝
痛の際に、細菌が腸内の正常な存在環境から移行
し、血流に乗って筋肉内に到達するという説もあ
る。注射前に注射部位を清浄化したかどうかは、筋
炎の発生に無関係であることが判明してきた。非

ステロイド剤やビタミン剤などの刺激性物質投与
に伴う筋炎の発生率が高いことが報告されてお
り、これは組織損傷を増加し無酸素環境を作り出
してしまうことによる可能性が考えられる。
　診断には少量の貯留液を吸引し、嫌気性培養や
グラム陽性桿菌の有無を調べるためのグラム染色
などを行う。感染を治療するためには、筋肉や筋膜
まで大きく切開し、細菌を酸素に曝露させ、壊死組
織を掻爬しなければならない。これらの細菌は、心
臓の収縮性の低下をもたらす可能性など、ウマに
二次的に影響を及ぼす毒素を産生するため、全身
支持療法が重要である。またクロストリジウム毒
素は、貧血、血小板減少症、白血球減少症を引き起
こすこともある。一般的にウマは、高用量のペニシ
リンの静脈内投与、輸液、心血管系の維持や創傷に
対する処置によって治療される。もし可能ならば、
定法の治療を補助するために高圧治療が推奨され
る。
　本病の生存率は31%～73%であると報告されて
おり、またC. septicumあるいはC. chauvoeiと比較
してC. perfringens感染の方が生存率は高いようで
ある。初期の毒血症を生き抜いたウマは、予後が良
くなる。感染と治療によって形成された創傷は大
型であることが多く、完治まで数週間から数カ月
を要することもある。生存できずに死亡するウマ
は、血管内凝固や多臓器不全などの症状を示す。
　クロストリジウム筋炎に対する決定的な予防法
はない。筋肉内注射を施す場合には、大きく、血管
に富んだ筋群を選択するべきである。また、経口投
与あるいは静脈内投与等の別の投薬方法があるな
らば、刺激性物質の筋肉内投与を避けるべきであ
る。
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時事解説
　本号の記事では、ウマの受胎率や出生率の向上
に寄与してきた過去50年に亘るウマの繁殖に関
する科学と実践の進歩について、Troedsson博士が
詳しく説明する。ケンタッキー大学のケンタッ
キー農業試験場（Ken t u c k y  A g r i c u l t u r a l  
Experiment Station）において100年以上前から行
われた研究が、種牡馬並びに繁殖牝馬の不妊の臨
床評価と同様に繁殖に影響を及ぼす重要な疾病の
理解に多くの基礎を築いたということに目を向け
ることが重要である。1911年以降、Goodらは伝染
性流産を流行させる病原菌（S a l m o n e l l a  
Abortusequi：馬パラチフス菌）を特定しようと試
みた。その後、ワクチンや防御方法の開発によっ
て、米国におけるこの伝染性流産の主要な原因は
最終的に根絶された。Dimockによる研究（後に
EdwardsとBrunerが参画）は、不妊の繁殖牝馬の生
殖器官における臨床的、細菌学的、病理学的変化に
関する詳細な記述とともに、繁殖牝馬の妊娠に対
する臨床検査技術に関する記述に繋がった。この
取り組みは繁殖牝馬の妊娠判定と同様に、繁殖衛
生、子宮感染症、不妊に関する提言の基礎を築い
た。1933年には、本研究グループは、ウマ（ヘルペ
ス）ウイルス性流産の初期研究を開始した。彼らは
またケンタッキー中心部における繁殖牝馬の感染
性並びに非感染性流産の原因を明らかにするため
の大規模な研究も行った。ケンタッキー大学動物
病理学科のDoll、Bryans、後にAllen によるその後
の研究は、妊娠牝馬の馬ヘルペスウイルスによる
流産を予防するための最初の生ワクチンや不活化
ワクチンの開発に繋がった。1950年代半ばには、
Doll、Bryan、McCollum、Crowe は、馬ウイルス性動
脈炎や繁殖牝馬に流産を引き起こすウイルス性因
子を報告し、それが1980年代半ばのTimoneyと
McCollumの研究に基づくワクチンおよび防御対

策の開発へとつながっている。Loyらによる研究
は、繁殖牝馬の分娩後の生殖機能と、併せて繁殖牝
馬の発情周期をコントロールするための人工照明
法や内分泌系に対する処置についてのより深い理
解に繋がった。上記の時系列に沿った過去の研究
の紹介は不十分で、その他の重要な研究を省いて
しまったが、私はこの歴史的な視点はTroedsson博
士の記事で解説されている業績に加えられるもの
であると考える。ウマに関する予期しない将来的
な問題と同様に、現在目の前にある問題に取り組
むためには、ウマの繁殖に焦点を当てた研究に関
する専門知識とこの分野に関心を持つことが必要
であるということが示されている。
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2019年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　調査期間中にアフリカ馬疫（AHS）の発生が、カ
メルーン、チャド、南アフリカ （RSA）並びにスワジ
ランド（現エスワティニ）で報告された。スワジラ
ンドでは、アフリカ馬疫が4件発生し、それぞれご
く少数であった。カメルーンとチャドでは、2件の
アフリカ馬疫の発生が確認された。カメルーンに
おける発生はともに使役馬とロバであり、チャド
では主にウマが感染した。南アフリカでのアフリ
カ馬疫の発生は多く、特にハウテン州で多く認め

られた。アフリカ馬疫流行地域の他の州では、散発
的な症例が確認された。現在までにウエスタン
ケープ州では、流行地域あるいは清浄地域ともに
本病の発生は報告されていない。
　馬インフルエンザ（EI）の発生が、ヨーロッパ（ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、オランダ並びに英国）、西アフリカ（ブルキナ
ファソ、ガーナ、マリ、ナイジェリア、ニジェール並
びにセネガル）、米国など多くの国で確認された。
ヨーロッパでは、主にワクチン未接種馬に発生し
たが、ワクチン接種馬にも認められた。本病の発生
には、H3N8馬インフルエンザウイルス・フロリダ
亜系統クレード1 が関与していた。西アフリカに
おける馬インフルエンザの大きな影響は、ロバに
認められ、非常に高い死亡率を伴って数千頭の症
例が報告された。馬インフルエンザは米国では風
土病であり、2019年第1四半期においては8州で
57件の発生が確認された。
　腺疫はほとんどの国で依然として風土病であ
る : フランス（33件）、ニュージーランド（1件）、ス
ウェーデン（3件）、英国（1件）、米国（風土病）。18州
で84件が発生し、3州では大発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型 （EHV-1）による疾病
が、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、ノル
ウェー、スウェーデン、英国並びに米国で報告され
た。確認された呼吸器疾患の発生数は、1件（ノル
ウェーおよびスウェーデン）、2件（ベルギー、英国
並びに米国）、4件（フランス）であった。EHV-1に起
因する流産が、ベルギー（1例）、カナダ（2例）、フラ
ンス（5例）、ドイツ（1例）、日本（8例）、スウェーデ
ン（2例）、英国（4例）並びに米国（11例）で診断され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型による神経疾患が、フ
ランス（3件）、ドイツ（3件）、スウェーデン（3件で
それぞれ複数の症例）並びに米国（8州で13件、う
ち3件では複数の症例）で報告された。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患が、
アルゼンチン、ベルギーおよび南アフリカ（それぞ
れ1件）、スウェーデンと英国（それぞれ7件）、フラ
ンス（36件）並びに米国（風土病）で認められた。馬
ヘルペスウイルス2型感染症が米国で報告され、
いくつかは呼吸器疾患に関連した。

　ブルガリア、カナダ、ペルー並びに米国では、馬
伝染性貧血の発生が確認された。症例数は、ベル
ギーとペルーが1例ずつ、カナダでは5例であっ
た。米国では5州で本病の発生が確認され、症例数
は1例から9例と州によって異なっていた。
　馬ピロプラズマ病の発生が、アイルランド

（Babesia caballiが 輸入された繁殖牝馬1頭とその
流産子馬で確認された）と南アフリカ（風土病）で
報告された。
　レプトスピラ性流産が、ベルギー（1例）と米国

（2例）で確認された。米国ではノカルジア性胎盤
炎が4例診断され、3例はAmycolatopsis spp、1例は
Crossiella equi 感染であった。また、他にムコイド
型胎盤炎も4例診断された。
　米国では、馬媾疹が2例確認された。
　米国では、クロストリジウム性腸炎が新生子馬
で診断され、そのうち5例はClostridium perfringens
感染によるものであった。加えて、4例のC. difficile
感染が確認された。
　2019年第1四半期に報告された神経疾患のう
ち、米国では1例の狂犬病、9例の東部馬脳炎が報
告され、それらは1例を除いて全てがフロリダ州
における発生であった。同時期に南アフリカでは、
1例のウエストナイルウイルス感染症と計5州に
おける60例の馬脳症の発生が確認された。メキシ
コでは、ナヤリット州で41件の西部馬脳炎の発生
が報告された。これらの発生では53例が確認さ
れ、そのうち7例は死亡した。
 
ウマの繁殖における動向の変遷
　過去50年に亘るウマの繁殖生物学や繁殖衛生
学研究の進歩は、ウマの受胎率や出生率の向上に
貢献してきた。内分泌診断や超音波診断の進歩は、
臨床獣医師が繁殖牝馬や種牡馬の繁殖能力を調べ
るのに役立つ。繁殖牝馬の卵胞機能不全や排卵機
能不全は高精度に診断できる。排卵10日後から妊
娠期間を通して胚や胎子の発達をモニタリングす
ることができ、ハイリスクの妊娠を識別するため
に胎子／胎盤の異常が診断される。種牡馬につい
て、これまでの不妊検査では検出されなかった精
子の生化学的異常や遺伝学的異常が分かってき
た。さらに、超音波ドプラー法を用いて精巣異常や

血流を高精度に検査することができる。
　ウマの繁殖における現在の動向は、繁殖牝馬頭
数の減少と、子馬の健康や将来のパフォーマンス
を向上させる遺伝子選択の強化とともに妊娠期に
おける健康管理への新たな取組みにより特徴づけ
られる。加えて、生殖補助医療の分野における大幅
な進歩は、以前には得られなかった多くの可能性
をもたらす。

健康な妊娠のモニタリング
　ハイリスク妊娠のバイオマーカーおよび妊娠後
期の流産を防ぐための効率的な治療法が研究され
ている。病的な状態を検出する可能性のある新し
いマーカーが発見されることにより、効果的な治
療法の選択肢の開発が必要となる。同様な傾向が、
子宮内膜炎に関して、休眠状態の細菌や子宮のバ
イオフィルムに対する新しい診断方法の開発につ
いても見られる。子宮内膜炎に対する新しい治療
法として、しばしば非抗生物質あるいはサプリメ
ント等を使用することが多いが、その一方でハイ
リスクの妊娠牝馬に対する治療選択肢は、細菌の
薬剤感受性試験を実施することなく長期間に亘っ
て広域スペクトルの抗生物質を全身投与すること
がほとんどである。医療のみではなく獣医医療に
おいても抗生剤を乱用した際の影響が世界的に認
識されており、それはウマの繁殖についても例外
ではない。抗生剤の乱用は、今日最も差し迫った公
衆衛生上の問題の一つである細菌の薬剤耐性につ
ながる。ウマの繁殖における新しい傾向は、獣医医
療、公衆衛生、世界的な馬生産業のこうした問題を
反映し、抗生物質を用いない新たな治療法の開発
が必要とされる。

改良された遺伝子選択
　ウマの繁殖の優れた技術は遺伝子選択に基づい
て行われる。ホースマンは、体型、毛色、速さ、持久
力などの目に見える特徴（表現型）に加えて、家系

（血統）を評価し、これらの評価を基に交配の決定
を行う。ウマの繁殖は量から質を高めることへと
変化しており、繁殖分野における遺伝学的研究や
ゲノム研究によって、交配の選択基準はより正確
なものになる可能性がある。ウマのゲノム配列決

定につながる研究によって、遺伝性疾患のみなら
ず優れた特徴（速さ、毛色など）に関連する遺伝子
がますます多く同定されてきた。これらの科学進
歩は、現在交配を決定する前において潜在的な
キャリアーを調べる検査に応用されている。もし
血統登録で許可されるならば、胚の移植前遺伝子
検査は、ある特定の遺伝子を選択する（あるいは排
除する）ためのより効果的な方法となるであろう。
最近開始され進行中の研究によって、我々はウマ
の受胎1週間後に非外科的に子宮から胚を取り出
して、特定の遺伝子の有無を検査することが可能
である。研究室において分子遺伝学的検査を実施
する間に、胚は凍結保存することができ、その検査
結果が良い場合には、レシピエントの繁殖牝馬あ
るいは生物学上の実の母馬に移植できる。ウマの
繁殖にもたらす本技術の潜在的利益は明らかであ
る。例えば、消耗性疾患の遺伝子キャリアー（いく
つかの潜在的に望ましい遺伝子キャリアーであっ
たとしても）が繁殖から完全に除外されない限り、
移植前の遺伝子検査に基づいて健康な胚を選択す
ることが疾患を根絶する唯一の方法である。馬生
産者へ実益がもたらされるため、研究によりウマ
の様々な特質に影響を与える新たな遺伝子がさら
に同定され検査ができるようになると、ウマにお
ける移植前遺伝子検査の技術はさらに発展し普及
することが期待される。近い将来に期待される研
究の関連分野は、胎子発達における遺伝子発現に
対する環境からの影響の重要性に関する研究であ
る（エピジェネティックス)。

生殖補助医療について
　生殖補助医療は必ずしも全ての生産者に適して
いるとは限らない。しかしながら、この分野につい
ての現在の知識や将来期待される研究の進歩に
よって、繁殖業務は精選された最高のものになる
可能性がある。いくつかの生殖補助医療技術は、精
液の状態改善処置を可能にし、繁殖能力のある種
牡馬並びに授精率の低い種牡馬の管理に関して重
要な利点をもたらす。例えば、凍結保存させた精液
は世界中どこにでも輸送できる。そのため有益な
遺伝子は世界中で利用でき、また種牡馬の遺伝子
は彼らが死亡した後も長く保存できる。近年オー

ストラリアの研究者達は、ウマの精液を常温で長
期間保存することを可能にする精液希釈剤（エク
ステンダー）を開発した。これは、輸送精液を用い
た繁殖を容易にし、予定の排卵時期に合わせて輸
送のタイミングを決めなければならないという
ハードルを下げることができる、明らかな大躍進
である。精液の生物学における研究の進歩によっ
て、特異的で選択的な不妊問題を抱える種牡馬に
対する治療方法が改善されてきた。精子の質およ
び生存率がともに低い精液を産生する種牡馬で
は、しばしば、精液を遠心分離し、栄養成分を含む
精液希釈剤による精子の再懸濁処理を行うことが
ある。 さらに、勾配遠心分離によって授精前に精
子を質の「良い」ものと「悪い」ものに分けることが
可能であり、精液の質を高めることが出来る。関連
する精子の生物学に対する理解を深めるためのさ
らなる研究や、精液中の望ましい精子集団を同定
するための先端的診断法には、精液中から優れた
精子を選出する堅牢で効率的な技術が必要となる
ことが予想される。フローサイトメトリー によっ
てX精子（X染色体を持つ精子）とY精子（Y染色体
を持つ精子）を分けることを可能にする研究（X精
子がより多くのDNAを含むという事実に基づく）
は商品化され、現在専門研究所によって提供され
ている。この方法は非常に正確だが、未だに効率は
非常に悪く、雌雄鑑別された精子は少数しか得ら
れない。この問題は本法の制限因子であり、技術の
改良にはさらなる研究が必要とされる。特定の精
子のDNA配列を標的としたナノテクノロジーの応
用について調査している最近の研究は、精子を雌
雄鑑別するため、また恐らくより重要なのは、胚の
移植前遺伝子検査の代替あるいは補完法として用
いることができる性別以外の遺伝情報に基づく精
子選別を行うための新しい高効率技術を開発する
可能性を秘めている。ロバや他種を用いた雌雄鑑
別のためのナノテクノロジーを用いた研究の予備
段階における結果は、期待が持てるように思われ
る。論理的に、研究室における精子の選別等の技術
では、繁殖に利用できる精子数はいつまで経って
も少数に限られてしまうであろう。しかしながら、
最近の科学進歩や臨床的進歩は、不妊の種牡馬か
ら採取した1つの精子を利用し、超音波ガイド下

で卵巣から卵胞吸引で回収された1個の卵子に注
入し、制御環境下で、ペトリ皿内で胚を培養し、そ
の後にレシピエントの繁殖牝馬に移植するかある
いは同じ卵母細胞ドナーの繁殖牝馬に戻すことを
可能にした。卵細胞質内精子注入法(ICSI)はますま
す普及し、遺伝子学的に価値の高い精子であるも
のの質が悪い場合やあるいは種牡馬の疾病や死亡
によって精子の採取に制限がある場合において最
適な方法となってきた。この技術の効率を改善す
るための研究は、生殖補助医療を用いる繁殖業務
に大いに役立つであろう。
　生存している個体の体細胞クローニングから作
られた子馬が血統登録に認可されることは、まず
ないであろう。それにもかかわらず、この技術はウ
マの世界に対して供給されており、子馬を血統登
録する必要のないオーナーの間では人気となって
いる。これまでにクローンとして作成されたウマ
は競技馬として使用実績があるが、この技術の最
大の利点は、優秀な競技成績を収めた去勢馬の遺
伝的複製として完全な種牡馬を作り出す可能性が
あることなのかもしれない。たとえクローンの遺
伝子構造が元のウマにそっくりであっても、試験
管や代理母の子宮内で胚や胎子が曝露される環境
の影響によって、表現型（外見やパフォーマンス）
が異なることがあるということに留意するべきで
ある(エピジェネティックス)。クローンとして作
成され去勢していない種牡馬にとって最高の将来
とは、繁殖に用いられることかもしれない。言い換
えれば、それは去勢馬に再び精巣を戻すための高
価な方法なのである。

連絡先：
Mats H.T. Troedsson, DVM, PhD, DACT, DECAR
m.troedsson@uky.edu
(859) 218-1133
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
クロストリジウム筋炎
　クロストリジウム筋炎は稀であるが、重篤な細
菌感染症であり、筋肉の炎症や壊死を引き起こし、

血中に細菌性毒素を放出する。この状態は、筋壊
死、悪性水腫やガス壊疽とも呼ばれる。本症は、筋
肉内注射を打たれたばかりのウマに最も多く発生
する。臨床症状は注射後6～72時間に現れ、初めウ
マには患部の腫脹、帯熱、疼痛が認められる。本疾
病は急速に進行し、ウマの状態は数時間のうちに
悪化することもある。罹患馬は全身性の毒血症の
症状を示す。重症例では、急速に死亡してしまう可
能性もある。クロストリジウム属細菌はガスを産
生し、病変部には特有の気腫（泡状）あるいは捻髪
音を認める。クロストリジウム筋炎はまさしく医
療的緊急事態であり、生存は積極的な抗生剤投与
と壊死部の除去による迅速な介入の有無に左右さ
れる。
　クロストリジウム属は、グラム陽性、嫌気性、芽
胞形成性の細菌で、知られているものだけでも
150種以上存在する。これらの細菌は、芽胞形成能
によって環境中において長期間生存できる。芽胞
は損傷した筋肉等の酸素のない部位に侵入する
と、それがきっかけとなり急速に増殖し、また外毒
素を産生し、広範に組織や血管障害を引き起こす。
一般的に筋炎の原因となるクロストリジウム属菌
には、C. perfringens、C. septicumやC. chauvoeiがあ
る。
　クロストリジウム筋炎は、ワクチン、イベルメク
チン、抗ヒスタミン剤、フェニルブタゾン、ビタミ
ン剤、プロスタグランジンやフルニキシンメグル
ミン（最も多い）の筋肉内投与後に発症することが
報告されてきた。本病は稀に、薬剤を血管周囲に
誤って投与した場合や、分娩に伴う外傷、あるいは
刺創によっても起こる。2003年のPeekらの研究で
は、種牡馬とクォーターホースが罹患馬の大きな
比率を占めており、著者らは本病がこれらの馬種
の筋肉が大きいことによるという仮説を立てた。
細菌の芽胞がウマの筋肉内に達するメカニズムに
ついては知られていない。注射の際に芽胞が筋肉
に注入されるという可能性はあり得る。腸炎や疝
痛の際に、細菌が腸内の正常な存在環境から移行
し、血流に乗って筋肉内に到達するという説もあ
る。注射前に注射部位を清浄化したかどうかは、筋
炎の発生に無関係であることが判明してきた。非

ステロイド剤やビタミン剤などの刺激性物質投与
に伴う筋炎の発生率が高いことが報告されてお
り、これは組織損傷を増加し無酸素環境を作り出
してしまうことによる可能性が考えられる。
　診断には少量の貯留液を吸引し、嫌気性培養や
グラム陽性桿菌の有無を調べるためのグラム染色
などを行う。感染を治療するためには、筋肉や筋膜
まで大きく切開し、細菌を酸素に曝露させ、壊死組
織を掻爬しなければならない。これらの細菌は、心
臓の収縮性の低下をもたらす可能性など、ウマに
二次的に影響を及ぼす毒素を産生するため、全身
支持療法が重要である。またクロストリジウム毒
素は、貧血、血小板減少症、白血球減少症を引き起
こすこともある。一般的にウマは、高用量のペニシ
リンの静脈内投与、輸液、心血管系の維持や創傷に
対する処置によって治療される。もし可能ならば、
定法の治療を補助するために高圧治療が推奨され
る。
　本病の生存率は31%～73%であると報告されて
おり、またC. septicumあるいはC. chauvoeiと比較
してC. perfringens感染の方が生存率は高いようで
ある。初期の毒血症を生き抜いたウマは、予後が良
くなる。感染と治療によって形成された創傷は大
型であることが多く、完治まで数週間から数カ月
を要することもある。生存できずに死亡するウマ
は、血管内凝固や多臓器不全などの症状を示す。
　クロストリジウム筋炎に対する決定的な予防法
はない。筋肉内注射を施す場合には、大きく、血管
に富んだ筋群を選択するべきである。また、経口投
与あるいは静脈内投与等の別の投薬方法があるな
らば、刺激性物質の筋肉内投与を避けるべきであ
る。

連絡先：
Rebecca Ruby, BVSc (dist), MSc, DACVP
Rebecca.Ruby@uky.edu
(859) 257-8283
UK Veterinary Diagnostic Laboratory
University of Kentucky
Lexington, KY
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文 献 紹 介

　ウマ獣医療において様々な治療技術(モダリ
ティ)が、日々の飼養管理や治療およびリハビリ
テーションの目的で使用されている。医療の進歩
やウマの福祉の観点から、使用される治療技術の
種類は現在でも増え続けており、そうした現況を
踏まえて、海外ではウマの物理療法を専門的に取
り扱う機関や団体が数多く設立され、注目されて
いる。また、治療技術の多様化が進んだことによっ
て、そうした処置を施す者の職業も多様になって
きているようだ。
　本論文では、更なる発展が予想される治療技術
を、今後も適切に管理するためには現在の使用状
況を知ることが重要だと考え、ウマ獣医療で使用
されている様々な治療技術に関して、誰が、何のた
めに、どのように利用しているのかについてアン
ケートで調査し、その結果をまとめている。日本国
内におけるウマ獣医療のあり方を考える上で、興
味深い内容だと思われるので紹介する。

はじめに
　ウマのスポーツ医学やリハビリテーションは急
速に発展しており、専門化が進んでいる。
　こうした状況を踏まえ、獣医師、veterinary 
technicians、理学療法士、治療助手および獣医学生
を対象として、治療技術に関する知識や意見を集
約する機関としてEqu i n e  R eh ab i l i t a t i o n  

Certificate Program(CERP)が2004年に設立され
た。現在ではThe American College of Veterinary 
Sports Medicine and Rehabilitation(ACVSMR)、
International Society of Equine Locomotor 
Pathology(ISELP)やAmerican Association of 
Rehabilitation Veterinarians(AARV)などが設立さ
れている。また、American Veterinary Medical 
Associationは、鍼灸やカイロプラクティックなど
の治療技術の提供を目的とするComplementary 
Alternative Veterinary Medicineを統合した。また、
ヒトの理学療法士においても動物リハビリテー
ション分野への関心が高まっており、Orthopedic 
Section of the American Physical Therapy 
Association やWorld Confederation for Physical 
Therapyなどの団体では動物リハビリテーション
の分科会を設立している。
　本調査ではリハビリテーションの治療技術を運
動療法、温熱・冷却療法、電気生理学的療法、生物学
的療法および鍼灸や機械的療法に分類した。他に
もメソセラピー、高圧酸素療法および装蹄療法に
関しても調査した。
　運動療法はウマのリハビリテーションにおいて
一般的に使用されている。曳き馬やウォーキング
マシンによる規定運動は、組織の可動性改善、浮腫
軽減および腱損傷部の線維配列改善に有効であ
る。

　冷却療法(冷水循環器による冷却、冷水ハイドロ
セラピー、氷)には疼痛や浮腫を軽減する目的があ
り、温熱療法には筋肉の緩和効果がある。
　電気生理学的療法には、ショックウェーブ、経皮
的電気神経刺激(Transcutaneou Electrical Nerve 
S t i m u l a t i o n ; T E N S ) 、神 経 筋 電 気 刺 激
(Neuromuscular Electrical Stimulation;NMES)パル
ス電磁場療法(P u l s e d  E l e c t r om a g n e t i c  
field;PEFM)、超音波療法、cytowave、高周波療法、
コールドレーザー、振動する床に乗ることで効果
が得られる振動療法が含まれる。
　生物学的療法には、損傷組織の修復や再生医療
につながるPRP、IRAPおよび幹細胞治療が含まれ
る。また、フランスで開発され、天然物由来液やヒ
アルロン酸などを頚部や背部の皮下組織に多数注
射するメソセラピーは、局所的な疼痛を軽減する
ことができる。
　機械的療法には、圧迫包帯、マッサージ、スト
レッチ、テーピング、カイロプラクティックおよび
関節可動が含まれ、疼痛や炎症の緩和、組織修復効
果の増強および関節可動域の拡大効果がある。ま
た鍼灸は浮腫や瘢痕組織を減少させ、血管神経系
を賦活させる効果がある。
　装蹄療法には、四肢の動きや関節可動域を調整
する効果がある。
　本研究の目的は、リハビリテーションに用いら
れる治療技術に関して、使用者、使用用途などを調
査することである。 

材料と方法
　38種類の治療技術(結果の項目で示す)に関し
て、①使用者(獣医師、veterinary technicians、助手、
獣医学生、装蹄師、理学療法士、一般人、調教師を含
めた所有者)、②使用用途(腱・靱帯の損傷、筋損傷、
骨折治療、関節鏡術後の治療、開腹術後の治療、プ
アパフォーマンスの改善、パフォーマンスの維持)
および③馬の種類や用途を調査した。
　電子メールやインターネットなどの様々な媒体
を用いてAmerican College of Veterinary Internal 
Medicine(ACVIM)、ACVSMR、International Show 
Horse  Ve te r ina ry  Assoc i a t i on  ( I SHVA)、
International Society of Equine Locomotor 

Pathology(ISELP)、American Association of 
Equine Practitioners(AEEP)、British Equine 
Veterinary Association (BEVA)、Australian Equine 
Veterinary Association(AEVA)などの学会員に連
絡をとり、上記項目についてアンケートを実施し
た。

結果
　本調査では305人から回答が得られた（全項目
への回答が175人、一部の項目への回答が130
人）。
　調査した38種類の治療技術の内、使用割合(％)
が高い順に列記すると、曳き運動(97.3)、装蹄療法
(96.1)、氷による冷却(95.2)、圧迫包帯(89.5)、PRP
(86.5)、治療的運動(84.3)、ストレッチ(83.3)、冷水
ハイドロセラピー(82.9)、IRAP(81.4)、温熱療法
(77.6)、カイロプラクティック(72.8)、focused
ショックウェーブ(72.4)、関節可動(71.9)、マッ
サージ(69.0)、鍼灸(68.3)、間葉系幹細胞(62.7)、
ウォーキングマシン(56.7)、メソセラピー(56.4)、
冷水循環器による冷却(48.5)、Pessoaシステム
(46.2)、陸上トレッドミル(39.9)、振動療法(39.6)、
クラス4コールドレーザー(39.2)、超音波療法
(39.0)、ウォータートレッドミル(39.0)、脂肪由来
幹細胞(36.6)、クラス3以下のレーザー(34.3)、キネ
シオテーピング療法(33.0)、NMES(31.8)、プール・
水泳(30.4)、TENS(29.2)、radialショックウェーブ
(28.6)、Equiband(27.4)、PEMF(22.9)、ソルト
ウォータースパ(21 .1 )、高圧酸素療法(9 .4 )、
Cytowave(8.3)、高周波療法(6.4)であった。
　回答者が所属している機関は、ウマ専門の個人
開業病院が75.4％、大学病院が14.1％、ウマ以外の
動物も対象とする個人開業病院が8.2％、獣医リハ
ビリテーションセンターが2.3％であった。また、
回答者が居住している地域(百分率; ％)は、米国
(60)、欧州(25.6)、カナダ(5.6)、オーストラリア・南
太平洋(3.6)、中東(2.0)、中米(1)であり、他には南
米、アフリカ、アジア、およびカリブ海の各地域な
どであった。
　ウマの品種は多い順に、温血種が40％、サラブ
レッド種が20％、クォーターホースが17％、アラ
ブ種が5％程度であり、以下スタンダードブレッ

ド種、ポニー、ドラフトホースであった。ウマの使
用用途は多い順に、ハンタージャンパーが26％、
ドレッサージュが16％、プレジャーが15％、ウエ
スタンが12％、平地競走が11％であり、以下イベ
ント、トロッター、エンデュランスであった。
　各治療技術の使用用途(対象疾患)は様々であっ
た。
　圧迫包帯は腱靱帯の損傷に、ストレッチは筋損
傷に多く用いられていた。また、カイロプラク
ティック、鍼灸、マッサージはプアパフォーマンス
の改善、パフォーマンスの維持、筋損傷に多く用い
られていた。関節可動は腱靱帯の損傷、筋損傷によ
く用いられていた。
　ショックウェーブ、クラス4レーザー、超音波療
法、クラス3以下のレーザーの主な対象は腱・靱帯
の損傷であり、筋損傷にも使用されていた。TENS、
NMESおよびPEFMはや筋損傷によく使用されて
いた。
　PRP、間葉系幹細胞、脂肪由来幹細胞は腱・靱帯
の損傷に最も使用されており、続いて関節鏡術後
の治療にも使用されていた。IRAPは腱・靱帯の損
傷と関節鏡術後の治療に同程度の割合で使用され
ていた。メソセラピーは筋損傷に最も多く使用さ
れ、続いて筋損傷にも使用されていた。
　装蹄療法は、腱・靱帯の損傷に対して最も多く使
用され、次にパフォーマンスの維持にも使用され
ていた。振動療法は、腱・靱帯の損傷、パフォーマン
スの維持および筋損傷に使用されていた。キネシ
オテーピング療法は筋損傷に多く使用されてい
た。
　冷却療法は、腱・靱帯の損傷、筋損傷およびパ
フォーマンスの維持に使用されていた。一方、温熱
療法は筋損傷、腱・靱帯の損傷の順に使用されてい
た。
　運動療法は様々な目的で使用されていたが、特
に腱・靱帯の損傷と筋損傷に使用されていた。
　各治療技術を実施している職業の割合を百分率
(％)で示す。例えば、獣医師のカイロプラクティッ
クの割合は70％であったが、これは、カイロプラ
クティックをウマに実施している者の70％が獣
医師であったことを示している。残りの30％は獣
医師以外の職業によって実施されていたことを示

している。多くの治療技術において、その治療の実
施者として獣医師の割合は高く、幹細胞は99％、
PRPは98％、IRAPは97％、メソセラピーは95％、
鍼灸は88％、ショックウェーブは65％、超音波療
法は32％、クラス4レーザーは47％、クラス3以下
のレーザーは36％であった。また、NMESは54％、
キネシオテーピング療法は52％、TENSは43％、高
圧酸素療法は40％、圧迫包帯は31％、PEMFは
24％であった。また、装蹄療法は14％であった。
　各種治療技術を実施しているve t e r i n a r y  
technicianの割合は、ショックウェーブは17％、超
音波療法は20％、クラス4レーザーは25％、クラス
3以下のレーザーは17％であった。助手の割合は、
クラス3以下のレーザーが14％であった。装蹄療
法における装蹄師の割合は82％であった。
　同様に理学療法士の割合は、マッサージは
26％、カイロプラクティックは18％、キネシオ
テーピング療法は16％、NMESは14％、TENSは
12％であった。獣医学生は主に温熱・冷却療法や
曳き運動を実施していた。
　特に専門的な資格を有していない一般人でもカ
イロプラクティック(8％)を実施していた。また、
カイロプラクティック以外にも曳き運動やマッ
サージ、スイミング、トレッドミル、振動療法や、温
熱・冷却またはPEMFを実施していた。厩舎関係者
を含めた広い意味でのウマの所有者も様々な治療
を実施しており、クラス3以下のレーザーは15％、
Pessoaシステムは55％、Equibandは37％、温熱療
法は33％、冷却療法は31％、ストレッチは31％、
冷水ハイドロセラピーは30％、圧迫包帯は22％、
超音波療法は16％であった。

考察
　運動療法、温熱・冷却療法、圧迫包帯やストレッ
チは基本的な経験があれば安価で実施できるため
広く普及している。その一方、不適切な処置は医療
事故につながる可能性があるため、適切な使用法
を教育し、監督する役割が獣医師に求められてい
る。
　装蹄療法は蹄や腱・靱帯に関連する様々な疾患
に応用されており、装蹄師と獣医師が協力して実
施しなければならない重要な治療法だと認識され

ている。
　PRPやIRAPの使用率は前回の調査よりも高く
なっていた。様々なキットが新しく開発されてい
る現況もあり、普及が進んでいるためかもしれな
い。ただ、PRPに関しては作製方法や投与方法が多
種多様であり、効果判定が複雑である。これらの治
療法を適切に使用するためには、各方法のメリッ
トとデメリットを正しく理解することが重要であ
る。
　カイロプラクティック、マッサージおよび鍼灸
などは、国や州によって法令や規制が異なってお
り、獣医師以外でも実施することが可能である。実
際に、カイロプラクティックやマッサージは理学
療法士によっても多く実施されている。興味深い
ことに、本調査に参加した33％の獣医師がこうし
た処置の実施にあたって、獣医リハビリテーショ
ンの資格を有する理学療法士に相談している事実
が明らかになった。ウマ臨床では獣医師と理学療
法士の連携を強め、協力態勢を整えるべきだとす
る意見が多くなってきている。その一方、専門的な
資格を有していない一般人が、こうした治療をウ
マに施すことに対しては、獣医師から懸念する声
があがっている。その理由として、医療事故、原疾
患の診断遅延、鎮静剤などの不正使用の可能性が
あるからだ。各治療技術の効能とともに、法律上の

問題点を一般人や所有者に対して伝える役割が獣
医師に求められている。そのためにも、獣医師や獣
医学生は適切な使用法やそれに関する法令をしっ
かりと学ぶ必要がある。本調査において、獣医学生
は基本的な処置にしか携わっていない事実が明ら
かになったが、臨床現場でプロフェッショナルと
しての役割を期待するのであれば、卒前教育とし
て、獣医学生に高度かつ先進的な治療法に触れる
機会を多く与えるべきであろう。
　本調査ではウマ臨床で使用されている各種治療
技術の使用者や用途などを明らかにした。ただし、
本調査で得られた結果は、各治療技術の導入費用、
手軽さ、個人の資格などによって大きく影響を受
けていると考えられる。中には著しく高額な装置
や、研究室レベルの施設が必要な方法もあるため、
個人病院では導入が難しい治療技術もある。また、
鍼灸やカイロプラクティックの実践には専門機関
による教育が必要不可欠であり、誰もが処置でき
る治療法ではない。加えて、ショックウェーブなど
の一部の治療は、ドーピングや動物福祉の観点か
ら競技実施前には使用を制限されている場合もあ
る。本調査の結果を理解するにあたり、個々の様々
な事情による影響が含まれていることも考慮すべ
きであろう。

ウマのリハビリテーションで使用される
治療技術に関する国際的な調査

International Survey Regarding the Use of Rehabilitation Modalities in Horses
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　ウマ獣医療において様々な治療技術(モダリ
ティ)が、日々の飼養管理や治療およびリハビリ
テーションの目的で使用されている。医療の進歩
やウマの福祉の観点から、使用される治療技術の
種類は現在でも増え続けており、そうした現況を
踏まえて、海外ではウマの物理療法を専門的に取
り扱う機関や団体が数多く設立され、注目されて
いる。また、治療技術の多様化が進んだことによっ
て、そうした処置を施す者の職業も多様になって
きているようだ。
　本論文では、更なる発展が予想される治療技術
を、今後も適切に管理するためには現在の使用状
況を知ることが重要だと考え、ウマ獣医療で使用
されている様々な治療技術に関して、誰が、何のた
めに、どのように利用しているのかについてアン
ケートで調査し、その結果をまとめている。日本国
内におけるウマ獣医療のあり方を考える上で、興
味深い内容だと思われるので紹介する。

はじめに
　ウマのスポーツ医学やリハビリテーションは急
速に発展しており、専門化が進んでいる。
　こうした状況を踏まえ、獣医師、veterinary 
technicians、理学療法士、治療助手および獣医学生
を対象として、治療技術に関する知識や意見を集
約する機関としてEqu i n e  R eh ab i l i t a t i o n  

Certificate Program(CERP)が2004年に設立され
た。現在ではThe American College of Veterinary 
Sports Medicine and Rehabilitation(ACVSMR)、
International Society of Equine Locomotor 
Pathology(ISELP)やAmerican Association of 
Rehabilitation Veterinarians(AARV)などが設立さ
れている。また、American Veterinary Medical 
Associationは、鍼灸やカイロプラクティックなど
の治療技術の提供を目的とするComplementary 
Alternative Veterinary Medicineを統合した。また、
ヒトの理学療法士においても動物リハビリテー
ション分野への関心が高まっており、Orthopedic 
Section of the American Physical Therapy 
Association やWorld Confederation for Physical 
Therapyなどの団体では動物リハビリテーション
の分科会を設立している。
　本調査ではリハビリテーションの治療技術を運
動療法、温熱・冷却療法、電気生理学的療法、生物学
的療法および鍼灸や機械的療法に分類した。他に
もメソセラピー、高圧酸素療法および装蹄療法に
関しても調査した。
　運動療法はウマのリハビリテーションにおいて
一般的に使用されている。曳き馬やウォーキング
マシンによる規定運動は、組織の可動性改善、浮腫
軽減および腱損傷部の線維配列改善に有効であ
る。

　冷却療法(冷水循環器による冷却、冷水ハイドロ
セラピー、氷)には疼痛や浮腫を軽減する目的があ
り、温熱療法には筋肉の緩和効果がある。
　電気生理学的療法には、ショックウェーブ、経皮
的電気神経刺激(Transcutaneou Electrical Nerve 
S t i m u l a t i o n ; T E N S ) 、神 経 筋 電 気 刺 激
(Neuromuscular Electrical Stimulation;NMES)パル
ス電磁場療法(P u l s e d  E l e c t r om a g n e t i c  
field;PEFM)、超音波療法、cytowave、高周波療法、
コールドレーザー、振動する床に乗ることで効果
が得られる振動療法が含まれる。
　生物学的療法には、損傷組織の修復や再生医療
につながるPRP、IRAPおよび幹細胞治療が含まれ
る。また、フランスで開発され、天然物由来液やヒ
アルロン酸などを頚部や背部の皮下組織に多数注
射するメソセラピーは、局所的な疼痛を軽減する
ことができる。
　機械的療法には、圧迫包帯、マッサージ、スト
レッチ、テーピング、カイロプラクティックおよび
関節可動が含まれ、疼痛や炎症の緩和、組織修復効
果の増強および関節可動域の拡大効果がある。ま
た鍼灸は浮腫や瘢痕組織を減少させ、血管神経系
を賦活させる効果がある。
　装蹄療法には、四肢の動きや関節可動域を調整
する効果がある。
　本研究の目的は、リハビリテーションに用いら
れる治療技術に関して、使用者、使用用途などを調
査することである。 

材料と方法
　38種類の治療技術(結果の項目で示す)に関し
て、①使用者(獣医師、veterinary technicians、助手、
獣医学生、装蹄師、理学療法士、一般人、調教師を含
めた所有者)、②使用用途(腱・靱帯の損傷、筋損傷、
骨折治療、関節鏡術後の治療、開腹術後の治療、プ
アパフォーマンスの改善、パフォーマンスの維持)
および③馬の種類や用途を調査した。
　電子メールやインターネットなどの様々な媒体
を用いてAmerican College of Veterinary Internal 
Medicine(ACVIM)、ACVSMR、International Show 
Horse  Ve te r ina ry  Assoc i a t i on  ( I SHVA)、
International Society of Equine Locomotor 

Pathology(ISELP)、American Association of 
Equine Practitioners(AEEP)、British Equine 
Veterinary Association (BEVA)、Australian Equine 
Veterinary Association(AEVA)などの学会員に連
絡をとり、上記項目についてアンケートを実施し
た。

結果
　本調査では305人から回答が得られた（全項目
への回答が175人、一部の項目への回答が130
人）。
　調査した38種類の治療技術の内、使用割合(％)
が高い順に列記すると、曳き運動(97.3)、装蹄療法
(96.1)、氷による冷却(95.2)、圧迫包帯(89.5)、PRP
(86.5)、治療的運動(84.3)、ストレッチ(83.3)、冷水
ハイドロセラピー(82.9)、IRAP(81.4)、温熱療法
(77.6)、カイロプラクティック(72.8)、focused
ショックウェーブ(72.4)、関節可動(71.9)、マッ
サージ(69.0)、鍼灸(68.3)、間葉系幹細胞(62.7)、
ウォーキングマシン(56.7)、メソセラピー(56.4)、
冷水循環器による冷却(48.5)、Pessoaシステム
(46.2)、陸上トレッドミル(39.9)、振動療法(39.6)、
クラス4コールドレーザー(39.2)、超音波療法
(39.0)、ウォータートレッドミル(39.0)、脂肪由来
幹細胞(36.6)、クラス3以下のレーザー(34.3)、キネ
シオテーピング療法(33.0)、NMES(31.8)、プール・
水泳(30.4)、TENS(29.2)、radialショックウェーブ
(28.6)、Equiband(27.4)、PEMF(22.9)、ソルト
ウォータースパ(21 .1 )、高圧酸素療法(9 .4 )、
Cytowave(8.3)、高周波療法(6.4)であった。
　回答者が所属している機関は、ウマ専門の個人
開業病院が75.4％、大学病院が14.1％、ウマ以外の
動物も対象とする個人開業病院が8.2％、獣医リハ
ビリテーションセンターが2.3％であった。また、
回答者が居住している地域(百分率; ％)は、米国
(60)、欧州(25.6)、カナダ(5.6)、オーストラリア・南
太平洋(3.6)、中東(2.0)、中米(1)であり、他には南
米、アフリカ、アジア、およびカリブ海の各地域な
どであった。
　ウマの品種は多い順に、温血種が40％、サラブ
レッド種が20％、クォーターホースが17％、アラ
ブ種が5％程度であり、以下スタンダードブレッ

ド種、ポニー、ドラフトホースであった。ウマの使
用用途は多い順に、ハンタージャンパーが26％、
ドレッサージュが16％、プレジャーが15％、ウエ
スタンが12％、平地競走が11％であり、以下イベ
ント、トロッター、エンデュランスであった。
　各治療技術の使用用途(対象疾患)は様々であっ
た。
　圧迫包帯は腱靱帯の損傷に、ストレッチは筋損
傷に多く用いられていた。また、カイロプラク
ティック、鍼灸、マッサージはプアパフォーマンス
の改善、パフォーマンスの維持、筋損傷に多く用い
られていた。関節可動は腱靱帯の損傷、筋損傷によ
く用いられていた。
　ショックウェーブ、クラス4レーザー、超音波療
法、クラス3以下のレーザーの主な対象は腱・靱帯
の損傷であり、筋損傷にも使用されていた。TENS、
NMESおよびPEFMはや筋損傷によく使用されて
いた。
　PRP、間葉系幹細胞、脂肪由来幹細胞は腱・靱帯
の損傷に最も使用されており、続いて関節鏡術後
の治療にも使用されていた。IRAPは腱・靱帯の損
傷と関節鏡術後の治療に同程度の割合で使用され
ていた。メソセラピーは筋損傷に最も多く使用さ
れ、続いて筋損傷にも使用されていた。
　装蹄療法は、腱・靱帯の損傷に対して最も多く使
用され、次にパフォーマンスの維持にも使用され
ていた。振動療法は、腱・靱帯の損傷、パフォーマン
スの維持および筋損傷に使用されていた。キネシ
オテーピング療法は筋損傷に多く使用されてい
た。
　冷却療法は、腱・靱帯の損傷、筋損傷およびパ
フォーマンスの維持に使用されていた。一方、温熱
療法は筋損傷、腱・靱帯の損傷の順に使用されてい
た。
　運動療法は様々な目的で使用されていたが、特
に腱・靱帯の損傷と筋損傷に使用されていた。
　各治療技術を実施している職業の割合を百分率
(％)で示す。例えば、獣医師のカイロプラクティッ
クの割合は70％であったが、これは、カイロプラ
クティックをウマに実施している者の70％が獣
医師であったことを示している。残りの30％は獣
医師以外の職業によって実施されていたことを示

している。多くの治療技術において、その治療の実
施者として獣医師の割合は高く、幹細胞は99％、
PRPは98％、IRAPは97％、メソセラピーは95％、
鍼灸は88％、ショックウェーブは65％、超音波療
法は32％、クラス4レーザーは47％、クラス3以下
のレーザーは36％であった。また、NMESは54％、
キネシオテーピング療法は52％、TENSは43％、高
圧酸素療法は40％、圧迫包帯は31％、PEMFは
24％であった。また、装蹄療法は14％であった。
　各種治療技術を実施しているve t e r i n a r y  
technicianの割合は、ショックウェーブは17％、超
音波療法は20％、クラス4レーザーは25％、クラス
3以下のレーザーは17％であった。助手の割合は、
クラス3以下のレーザーが14％であった。装蹄療
法における装蹄師の割合は82％であった。
　同様に理学療法士の割合は、マッサージは
26％、カイロプラクティックは18％、キネシオ
テーピング療法は16％、NMESは14％、TENSは
12％であった。獣医学生は主に温熱・冷却療法や
曳き運動を実施していた。
　特に専門的な資格を有していない一般人でもカ
イロプラクティック(8％)を実施していた。また、
カイロプラクティック以外にも曳き運動やマッ
サージ、スイミング、トレッドミル、振動療法や、温
熱・冷却またはPEMFを実施していた。厩舎関係者
を含めた広い意味でのウマの所有者も様々な治療
を実施しており、クラス3以下のレーザーは15％、
Pessoaシステムは55％、Equibandは37％、温熱療
法は33％、冷却療法は31％、ストレッチは31％、
冷水ハイドロセラピーは30％、圧迫包帯は22％、
超音波療法は16％であった。

考察
　運動療法、温熱・冷却療法、圧迫包帯やストレッ
チは基本的な経験があれば安価で実施できるため
広く普及している。その一方、不適切な処置は医療
事故につながる可能性があるため、適切な使用法
を教育し、監督する役割が獣医師に求められてい
る。
　装蹄療法は蹄や腱・靱帯に関連する様々な疾患
に応用されており、装蹄師と獣医師が協力して実
施しなければならない重要な治療法だと認識され

ている。
　PRPやIRAPの使用率は前回の調査よりも高く
なっていた。様々なキットが新しく開発されてい
る現況もあり、普及が進んでいるためかもしれな
い。ただ、PRPに関しては作製方法や投与方法が多
種多様であり、効果判定が複雑である。これらの治
療法を適切に使用するためには、各方法のメリッ
トとデメリットを正しく理解することが重要であ
る。
　カイロプラクティック、マッサージおよび鍼灸
などは、国や州によって法令や規制が異なってお
り、獣医師以外でも実施することが可能である。実
際に、カイロプラクティックやマッサージは理学
療法士によっても多く実施されている。興味深い
ことに、本調査に参加した33％の獣医師がこうし
た処置の実施にあたって、獣医リハビリテーショ
ンの資格を有する理学療法士に相談している事実
が明らかになった。ウマ臨床では獣医師と理学療
法士の連携を強め、協力態勢を整えるべきだとす
る意見が多くなってきている。その一方、専門的な
資格を有していない一般人が、こうした治療をウ
マに施すことに対しては、獣医師から懸念する声
があがっている。その理由として、医療事故、原疾
患の診断遅延、鎮静剤などの不正使用の可能性が
あるからだ。各治療技術の効能とともに、法律上の

問題点を一般人や所有者に対して伝える役割が獣
医師に求められている。そのためにも、獣医師や獣
医学生は適切な使用法やそれに関する法令をしっ
かりと学ぶ必要がある。本調査において、獣医学生
は基本的な処置にしか携わっていない事実が明ら
かになったが、臨床現場でプロフェッショナルと
しての役割を期待するのであれば、卒前教育とし
て、獣医学生に高度かつ先進的な治療法に触れる
機会を多く与えるべきであろう。
　本調査ではウマ臨床で使用されている各種治療
技術の使用者や用途などを明らかにした。ただし、
本調査で得られた結果は、各治療技術の導入費用、
手軽さ、個人の資格などによって大きく影響を受
けていると考えられる。中には著しく高額な装置
や、研究室レベルの施設が必要な方法もあるため、
個人病院では導入が難しい治療技術もある。また、
鍼灸やカイロプラクティックの実践には専門機関
による教育が必要不可欠であり、誰もが処置でき
る治療法ではない。加えて、ショックウェーブなど
の一部の治療は、ドーピングや動物福祉の観点か
ら競技実施前には使用を制限されている場合もあ
る。本調査の結果を理解するにあたり、個々の様々
な事情による影響が含まれていることも考慮すべ
きであろう。
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　ウマ獣医療において様々な治療技術(モダリ
ティ)が、日々の飼養管理や治療およびリハビリ
テーションの目的で使用されている。医療の進歩
やウマの福祉の観点から、使用される治療技術の
種類は現在でも増え続けており、そうした現況を
踏まえて、海外ではウマの物理療法を専門的に取
り扱う機関や団体が数多く設立され、注目されて
いる。また、治療技術の多様化が進んだことによっ
て、そうした処置を施す者の職業も多様になって
きているようだ。
　本論文では、更なる発展が予想される治療技術
を、今後も適切に管理するためには現在の使用状
況を知ることが重要だと考え、ウマ獣医療で使用
されている様々な治療技術に関して、誰が、何のた
めに、どのように利用しているのかについてアン
ケートで調査し、その結果をまとめている。日本国
内におけるウマ獣医療のあり方を考える上で、興
味深い内容だと思われるので紹介する。

はじめに
　ウマのスポーツ医学やリハビリテーションは急
速に発展しており、専門化が進んでいる。
　こうした状況を踏まえ、獣医師、veterinary 
technicians、理学療法士、治療助手および獣医学生
を対象として、治療技術に関する知識や意見を集
約する機関としてEqu i n e  R eh ab i l i t a t i o n  

Certificate Program(CERP)が2004年に設立され
た。現在ではThe American College of Veterinary 
Sports Medicine and Rehabilitation(ACVSMR)、
International Society of Equine Locomotor 
Pathology(ISELP)やAmerican Association of 
Rehabilitation Veterinarians(AARV)などが設立さ
れている。また、American Veterinary Medical 
Associationは、鍼灸やカイロプラクティックなど
の治療技術の提供を目的とするComplementary 
Alternative Veterinary Medicineを統合した。また、
ヒトの理学療法士においても動物リハビリテー
ション分野への関心が高まっており、Orthopedic 
Section of the American Physical Therapy 
Association やWorld Confederation for Physical 
Therapyなどの団体では動物リハビリテーション
の分科会を設立している。
　本調査ではリハビリテーションの治療技術を運
動療法、温熱・冷却療法、電気生理学的療法、生物学
的療法および鍼灸や機械的療法に分類した。他に
もメソセラピー、高圧酸素療法および装蹄療法に
関しても調査した。
　運動療法はウマのリハビリテーションにおいて
一般的に使用されている。曳き馬やウォーキング
マシンによる規定運動は、組織の可動性改善、浮腫
軽減および腱損傷部の線維配列改善に有効であ
る。

　冷却療法(冷水循環器による冷却、冷水ハイドロ
セラピー、氷)には疼痛や浮腫を軽減する目的があ
り、温熱療法には筋肉の緩和効果がある。
　電気生理学的療法には、ショックウェーブ、経皮
的電気神経刺激(Transcutaneou Electrical Nerve 
S t i m u l a t i o n ; T E N S ) 、神 経 筋 電 気 刺 激
(Neuromuscular Electrical Stimulation;NMES)パル
ス電磁場療法(P u l s e d  E l e c t r om a g n e t i c  
field;PEFM)、超音波療法、cytowave、高周波療法、
コールドレーザー、振動する床に乗ることで効果
が得られる振動療法が含まれる。
　生物学的療法には、損傷組織の修復や再生医療
につながるPRP、IRAPおよび幹細胞治療が含まれ
る。また、フランスで開発され、天然物由来液やヒ
アルロン酸などを頚部や背部の皮下組織に多数注
射するメソセラピーは、局所的な疼痛を軽減する
ことができる。
　機械的療法には、圧迫包帯、マッサージ、スト
レッチ、テーピング、カイロプラクティックおよび
関節可動が含まれ、疼痛や炎症の緩和、組織修復効
果の増強および関節可動域の拡大効果がある。ま
た鍼灸は浮腫や瘢痕組織を減少させ、血管神経系
を賦活させる効果がある。
　装蹄療法には、四肢の動きや関節可動域を調整
する効果がある。
　本研究の目的は、リハビリテーションに用いら
れる治療技術に関して、使用者、使用用途などを調
査することである。 

材料と方法
　38種類の治療技術(結果の項目で示す)に関し
て、①使用者(獣医師、veterinary technicians、助手、
獣医学生、装蹄師、理学療法士、一般人、調教師を含
めた所有者)、②使用用途(腱・靱帯の損傷、筋損傷、
骨折治療、関節鏡術後の治療、開腹術後の治療、プ
アパフォーマンスの改善、パフォーマンスの維持)
および③馬の種類や用途を調査した。
　電子メールやインターネットなどの様々な媒体
を用いてAmerican College of Veterinary Internal 
Medicine(ACVIM)、ACVSMR、International Show 
Horse  Ve te r ina ry  Assoc i a t i on  ( I SHVA)、
International Society of Equine Locomotor 

Pathology(ISELP)、American Association of 
Equine Practitioners(AEEP)、British Equine 
Veterinary Association (BEVA)、Australian Equine 
Veterinary Association(AEVA)などの学会員に連
絡をとり、上記項目についてアンケートを実施し
た。

結果
　本調査では305人から回答が得られた（全項目
への回答が175人、一部の項目への回答が130
人）。
　調査した38種類の治療技術の内、使用割合(％)
が高い順に列記すると、曳き運動(97.3)、装蹄療法
(96.1)、氷による冷却(95.2)、圧迫包帯(89.5)、PRP
(86.5)、治療的運動(84.3)、ストレッチ(83.3)、冷水
ハイドロセラピー(82.9)、IRAP(81.4)、温熱療法
(77.6)、カイロプラクティック(72.8)、focused
ショックウェーブ(72.4)、関節可動(71.9)、マッ
サージ(69.0)、鍼灸(68.3)、間葉系幹細胞(62.7)、
ウォーキングマシン(56.7)、メソセラピー(56.4)、
冷水循環器による冷却(48.5)、Pessoaシステム
(46.2)、陸上トレッドミル(39.9)、振動療法(39.6)、
クラス4コールドレーザー(39.2)、超音波療法
(39.0)、ウォータートレッドミル(39.0)、脂肪由来
幹細胞(36.6)、クラス3以下のレーザー(34.3)、キネ
シオテーピング療法(33.0)、NMES(31.8)、プール・
水泳(30.4)、TENS(29.2)、radialショックウェーブ
(28.6)、Equiband(27.4)、PEMF(22.9)、ソルト
ウォータースパ(21 .1 )、高圧酸素療法(9 .4 )、
Cytowave(8.3)、高周波療法(6.4)であった。
　回答者が所属している機関は、ウマ専門の個人
開業病院が75.4％、大学病院が14.1％、ウマ以外の
動物も対象とする個人開業病院が8.2％、獣医リハ
ビリテーションセンターが2.3％であった。また、
回答者が居住している地域(百分率; ％)は、米国
(60)、欧州(25.6)、カナダ(5.6)、オーストラリア・南
太平洋(3.6)、中東(2.0)、中米(1)であり、他には南
米、アフリカ、アジア、およびカリブ海の各地域な
どであった。
　ウマの品種は多い順に、温血種が40％、サラブ
レッド種が20％、クォーターホースが17％、アラ
ブ種が5％程度であり、以下スタンダードブレッ

ド種、ポニー、ドラフトホースであった。ウマの使
用用途は多い順に、ハンタージャンパーが26％、
ドレッサージュが16％、プレジャーが15％、ウエ
スタンが12％、平地競走が11％であり、以下イベ
ント、トロッター、エンデュランスであった。
　各治療技術の使用用途(対象疾患)は様々であっ
た。
　圧迫包帯は腱靱帯の損傷に、ストレッチは筋損
傷に多く用いられていた。また、カイロプラク
ティック、鍼灸、マッサージはプアパフォーマンス
の改善、パフォーマンスの維持、筋損傷に多く用い
られていた。関節可動は腱靱帯の損傷、筋損傷によ
く用いられていた。
　ショックウェーブ、クラス4レーザー、超音波療
法、クラス3以下のレーザーの主な対象は腱・靱帯
の損傷であり、筋損傷にも使用されていた。TENS、
NMESおよびPEFMはや筋損傷によく使用されて
いた。
　PRP、間葉系幹細胞、脂肪由来幹細胞は腱・靱帯
の損傷に最も使用されており、続いて関節鏡術後
の治療にも使用されていた。IRAPは腱・靱帯の損
傷と関節鏡術後の治療に同程度の割合で使用され
ていた。メソセラピーは筋損傷に最も多く使用さ
れ、続いて筋損傷にも使用されていた。
　装蹄療法は、腱・靱帯の損傷に対して最も多く使
用され、次にパフォーマンスの維持にも使用され
ていた。振動療法は、腱・靱帯の損傷、パフォーマン
スの維持および筋損傷に使用されていた。キネシ
オテーピング療法は筋損傷に多く使用されてい
た。
　冷却療法は、腱・靱帯の損傷、筋損傷およびパ
フォーマンスの維持に使用されていた。一方、温熱
療法は筋損傷、腱・靱帯の損傷の順に使用されてい
た。
　運動療法は様々な目的で使用されていたが、特
に腱・靱帯の損傷と筋損傷に使用されていた。
　各治療技術を実施している職業の割合を百分率
(％)で示す。例えば、獣医師のカイロプラクティッ
クの割合は70％であったが、これは、カイロプラ
クティックをウマに実施している者の70％が獣
医師であったことを示している。残りの30％は獣
医師以外の職業によって実施されていたことを示

している。多くの治療技術において、その治療の実
施者として獣医師の割合は高く、幹細胞は99％、
PRPは98％、IRAPは97％、メソセラピーは95％、
鍼灸は88％、ショックウェーブは65％、超音波療
法は32％、クラス4レーザーは47％、クラス3以下
のレーザーは36％であった。また、NMESは54％、
キネシオテーピング療法は52％、TENSは43％、高
圧酸素療法は40％、圧迫包帯は31％、PEMFは
24％であった。また、装蹄療法は14％であった。
　各種治療技術を実施しているve t e r i n a r y  
technicianの割合は、ショックウェーブは17％、超
音波療法は20％、クラス4レーザーは25％、クラス
3以下のレーザーは17％であった。助手の割合は、
クラス3以下のレーザーが14％であった。装蹄療
法における装蹄師の割合は82％であった。
　同様に理学療法士の割合は、マッサージは
26％、カイロプラクティックは18％、キネシオ
テーピング療法は16％、NMESは14％、TENSは
12％であった。獣医学生は主に温熱・冷却療法や
曳き運動を実施していた。
　特に専門的な資格を有していない一般人でもカ
イロプラクティック(8％)を実施していた。また、
カイロプラクティック以外にも曳き運動やマッ
サージ、スイミング、トレッドミル、振動療法や、温
熱・冷却またはPEMFを実施していた。厩舎関係者
を含めた広い意味でのウマの所有者も様々な治療
を実施しており、クラス3以下のレーザーは15％、
Pessoaシステムは55％、Equibandは37％、温熱療
法は33％、冷却療法は31％、ストレッチは31％、
冷水ハイドロセラピーは30％、圧迫包帯は22％、
超音波療法は16％であった。

考察
　運動療法、温熱・冷却療法、圧迫包帯やストレッ
チは基本的な経験があれば安価で実施できるため
広く普及している。その一方、不適切な処置は医療
事故につながる可能性があるため、適切な使用法
を教育し、監督する役割が獣医師に求められてい
る。
　装蹄療法は蹄や腱・靱帯に関連する様々な疾患
に応用されており、装蹄師と獣医師が協力して実
施しなければならない重要な治療法だと認識され

ている。
　PRPやIRAPの使用率は前回の調査よりも高く
なっていた。様々なキットが新しく開発されてい
る現況もあり、普及が進んでいるためかもしれな
い。ただ、PRPに関しては作製方法や投与方法が多
種多様であり、効果判定が複雑である。これらの治
療法を適切に使用するためには、各方法のメリッ
トとデメリットを正しく理解することが重要であ
る。
　カイロプラクティック、マッサージおよび鍼灸
などは、国や州によって法令や規制が異なってお
り、獣医師以外でも実施することが可能である。実
際に、カイロプラクティックやマッサージは理学
療法士によっても多く実施されている。興味深い
ことに、本調査に参加した33％の獣医師がこうし
た処置の実施にあたって、獣医リハビリテーショ
ンの資格を有する理学療法士に相談している事実
が明らかになった。ウマ臨床では獣医師と理学療
法士の連携を強め、協力態勢を整えるべきだとす
る意見が多くなってきている。その一方、専門的な
資格を有していない一般人が、こうした治療をウ
マに施すことに対しては、獣医師から懸念する声
があがっている。その理由として、医療事故、原疾
患の診断遅延、鎮静剤などの不正使用の可能性が
あるからだ。各治療技術の効能とともに、法律上の

問題点を一般人や所有者に対して伝える役割が獣
医師に求められている。そのためにも、獣医師や獣
医学生は適切な使用法やそれに関する法令をしっ
かりと学ぶ必要がある。本調査において、獣医学生
は基本的な処置にしか携わっていない事実が明ら
かになったが、臨床現場でプロフェッショナルと
しての役割を期待するのであれば、卒前教育とし
て、獣医学生に高度かつ先進的な治療法に触れる
機会を多く与えるべきであろう。
　本調査ではウマ臨床で使用されている各種治療
技術の使用者や用途などを明らかにした。ただし、
本調査で得られた結果は、各治療技術の導入費用、
手軽さ、個人の資格などによって大きく影響を受
けていると考えられる。中には著しく高額な装置
や、研究室レベルの施設が必要な方法もあるため、
個人病院では導入が難しい治療技術もある。また、
鍼灸やカイロプラクティックの実践には専門機関
による教育が必要不可欠であり、誰もが処置でき
る治療法ではない。加えて、ショックウェーブなど
の一部の治療は、ドーピングや動物福祉の観点か
ら競技実施前には使用を制限されている場合もあ
る。本調査の結果を理解するにあたり、個々の様々
な事情による影響が含まれていることも考慮すべ
きであろう。
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　ウマ獣医療において様々な治療技術(モダリ
ティ)が、日々の飼養管理や治療およびリハビリ
テーションの目的で使用されている。医療の進歩
やウマの福祉の観点から、使用される治療技術の
種類は現在でも増え続けており、そうした現況を
踏まえて、海外ではウマの物理療法を専門的に取
り扱う機関や団体が数多く設立され、注目されて
いる。また、治療技術の多様化が進んだことによっ
て、そうした処置を施す者の職業も多様になって
きているようだ。
　本論文では、更なる発展が予想される治療技術
を、今後も適切に管理するためには現在の使用状
況を知ることが重要だと考え、ウマ獣医療で使用
されている様々な治療技術に関して、誰が、何のた
めに、どのように利用しているのかについてアン
ケートで調査し、その結果をまとめている。日本国
内におけるウマ獣医療のあり方を考える上で、興
味深い内容だと思われるので紹介する。

はじめに
　ウマのスポーツ医学やリハビリテーションは急
速に発展しており、専門化が進んでいる。
　こうした状況を踏まえ、獣医師、veterinary 
technicians、理学療法士、治療助手および獣医学生
を対象として、治療技術に関する知識や意見を集
約する機関としてEqu i n e  R eh ab i l i t a t i o n  

Certificate Program(CERP)が2004年に設立され
た。現在ではThe American College of Veterinary 
Sports Medicine and Rehabilitation(ACVSMR)、
International Society of Equine Locomotor 
Pathology(ISELP)やAmerican Association of 
Rehabilitation Veterinarians(AARV)などが設立さ
れている。また、American Veterinary Medical 
Associationは、鍼灸やカイロプラクティックなど
の治療技術の提供を目的とするComplementary 
Alternative Veterinary Medicineを統合した。また、
ヒトの理学療法士においても動物リハビリテー
ション分野への関心が高まっており、Orthopedic 
Section of the American Physical Therapy 
Association やWorld Confederation for Physical 
Therapyなどの団体では動物リハビリテーション
の分科会を設立している。
　本調査ではリハビリテーションの治療技術を運
動療法、温熱・冷却療法、電気生理学的療法、生物学
的療法および鍼灸や機械的療法に分類した。他に
もメソセラピー、高圧酸素療法および装蹄療法に
関しても調査した。
　運動療法はウマのリハビリテーションにおいて
一般的に使用されている。曳き馬やウォーキング
マシンによる規定運動は、組織の可動性改善、浮腫
軽減および腱損傷部の線維配列改善に有効であ
る。

　冷却療法(冷水循環器による冷却、冷水ハイドロ
セラピー、氷)には疼痛や浮腫を軽減する目的があ
り、温熱療法には筋肉の緩和効果がある。
　電気生理学的療法には、ショックウェーブ、経皮
的電気神経刺激(Transcutaneou Electrical Nerve 
S t i m u l a t i o n ; T E N S ) 、神 経 筋 電 気 刺 激
(Neuromuscular Electrical Stimulation;NMES)パル
ス電磁場療法(P u l s e d  E l e c t r om a g n e t i c  
field;PEFM)、超音波療法、cytowave、高周波療法、
コールドレーザー、振動する床に乗ることで効果
が得られる振動療法が含まれる。
　生物学的療法には、損傷組織の修復や再生医療
につながるPRP、IRAPおよび幹細胞治療が含まれ
る。また、フランスで開発され、天然物由来液やヒ
アルロン酸などを頚部や背部の皮下組織に多数注
射するメソセラピーは、局所的な疼痛を軽減する
ことができる。
　機械的療法には、圧迫包帯、マッサージ、スト
レッチ、テーピング、カイロプラクティックおよび
関節可動が含まれ、疼痛や炎症の緩和、組織修復効
果の増強および関節可動域の拡大効果がある。ま
た鍼灸は浮腫や瘢痕組織を減少させ、血管神経系
を賦活させる効果がある。
　装蹄療法には、四肢の動きや関節可動域を調整
する効果がある。
　本研究の目的は、リハビリテーションに用いら
れる治療技術に関して、使用者、使用用途などを調
査することである。 

材料と方法
　38種類の治療技術(結果の項目で示す)に関し
て、①使用者(獣医師、veterinary technicians、助手、
獣医学生、装蹄師、理学療法士、一般人、調教師を含
めた所有者)、②使用用途(腱・靱帯の損傷、筋損傷、
骨折治療、関節鏡術後の治療、開腹術後の治療、プ
アパフォーマンスの改善、パフォーマンスの維持)
および③馬の種類や用途を調査した。
　電子メールやインターネットなどの様々な媒体
を用いてAmerican College of Veterinary Internal 
Medicine(ACVIM)、ACVSMR、International Show 
Horse  Ve te r ina ry  Assoc i a t i on  ( I SHVA)、
International Society of Equine Locomotor 

Pathology(ISELP)、American Association of 
Equine Practitioners(AEEP)、British Equine 
Veterinary Association (BEVA)、Australian Equine 
Veterinary Association(AEVA)などの学会員に連
絡をとり、上記項目についてアンケートを実施し
た。

結果
　本調査では305人から回答が得られた（全項目
への回答が175人、一部の項目への回答が130
人）。
　調査した38種類の治療技術の内、使用割合(％)
が高い順に列記すると、曳き運動(97.3)、装蹄療法
(96.1)、氷による冷却(95.2)、圧迫包帯(89.5)、PRP
(86.5)、治療的運動(84.3)、ストレッチ(83.3)、冷水
ハイドロセラピー(82.9)、IRAP(81.4)、温熱療法
(77.6)、カイロプラクティック(72.8)、focused
ショックウェーブ(72.4)、関節可動(71.9)、マッ
サージ(69.0)、鍼灸(68.3)、間葉系幹細胞(62.7)、
ウォーキングマシン(56.7)、メソセラピー(56.4)、
冷水循環器による冷却(48.5)、Pessoaシステム
(46.2)、陸上トレッドミル(39.9)、振動療法(39.6)、
クラス4コールドレーザー(39.2)、超音波療法
(39.0)、ウォータートレッドミル(39.0)、脂肪由来
幹細胞(36.6)、クラス3以下のレーザー(34.3)、キネ
シオテーピング療法(33.0)、NMES(31.8)、プール・
水泳(30.4)、TENS(29.2)、radialショックウェーブ
(28.6)、Equiband(27.4)、PEMF(22.9)、ソルト
ウォータースパ(21 .1 )、高圧酸素療法(9 .4 )、
Cytowave(8.3)、高周波療法(6.4)であった。
　回答者が所属している機関は、ウマ専門の個人
開業病院が75.4％、大学病院が14.1％、ウマ以外の
動物も対象とする個人開業病院が8.2％、獣医リハ
ビリテーションセンターが2.3％であった。また、
回答者が居住している地域(百分率; ％)は、米国
(60)、欧州(25.6)、カナダ(5.6)、オーストラリア・南
太平洋(3.6)、中東(2.0)、中米(1)であり、他には南
米、アフリカ、アジア、およびカリブ海の各地域な
どであった。
　ウマの品種は多い順に、温血種が40％、サラブ
レッド種が20％、クォーターホースが17％、アラ
ブ種が5％程度であり、以下スタンダードブレッ

ド種、ポニー、ドラフトホースであった。ウマの使
用用途は多い順に、ハンタージャンパーが26％、
ドレッサージュが16％、プレジャーが15％、ウエ
スタンが12％、平地競走が11％であり、以下イベ
ント、トロッター、エンデュランスであった。
　各治療技術の使用用途(対象疾患)は様々であっ
た。
　圧迫包帯は腱靱帯の損傷に、ストレッチは筋損
傷に多く用いられていた。また、カイロプラク
ティック、鍼灸、マッサージはプアパフォーマンス
の改善、パフォーマンスの維持、筋損傷に多く用い
られていた。関節可動は腱靱帯の損傷、筋損傷によ
く用いられていた。
　ショックウェーブ、クラス4レーザー、超音波療
法、クラス3以下のレーザーの主な対象は腱・靱帯
の損傷であり、筋損傷にも使用されていた。TENS、
NMESおよびPEFMはや筋損傷によく使用されて
いた。
　PRP、間葉系幹細胞、脂肪由来幹細胞は腱・靱帯
の損傷に最も使用されており、続いて関節鏡術後
の治療にも使用されていた。IRAPは腱・靱帯の損
傷と関節鏡術後の治療に同程度の割合で使用され
ていた。メソセラピーは筋損傷に最も多く使用さ
れ、続いて筋損傷にも使用されていた。
　装蹄療法は、腱・靱帯の損傷に対して最も多く使
用され、次にパフォーマンスの維持にも使用され
ていた。振動療法は、腱・靱帯の損傷、パフォーマン
スの維持および筋損傷に使用されていた。キネシ
オテーピング療法は筋損傷に多く使用されてい
た。
　冷却療法は、腱・靱帯の損傷、筋損傷およびパ
フォーマンスの維持に使用されていた。一方、温熱
療法は筋損傷、腱・靱帯の損傷の順に使用されてい
た。
　運動療法は様々な目的で使用されていたが、特
に腱・靱帯の損傷と筋損傷に使用されていた。
　各治療技術を実施している職業の割合を百分率
(％)で示す。例えば、獣医師のカイロプラクティッ
クの割合は70％であったが、これは、カイロプラ
クティックをウマに実施している者の70％が獣
医師であったことを示している。残りの30％は獣
医師以外の職業によって実施されていたことを示

している。多くの治療技術において、その治療の実
施者として獣医師の割合は高く、幹細胞は99％、
PRPは98％、IRAPは97％、メソセラピーは95％、
鍼灸は88％、ショックウェーブは65％、超音波療
法は32％、クラス4レーザーは47％、クラス3以下
のレーザーは36％であった。また、NMESは54％、
キネシオテーピング療法は52％、TENSは43％、高
圧酸素療法は40％、圧迫包帯は31％、PEMFは
24％であった。また、装蹄療法は14％であった。
　各種治療技術を実施しているve t e r i n a r y  
technicianの割合は、ショックウェーブは17％、超
音波療法は20％、クラス4レーザーは25％、クラス
3以下のレーザーは17％であった。助手の割合は、
クラス3以下のレーザーが14％であった。装蹄療
法における装蹄師の割合は82％であった。
　同様に理学療法士の割合は、マッサージは
26％、カイロプラクティックは18％、キネシオ
テーピング療法は16％、NMESは14％、TENSは
12％であった。獣医学生は主に温熱・冷却療法や
曳き運動を実施していた。
　特に専門的な資格を有していない一般人でもカ
イロプラクティック(8％)を実施していた。また、
カイロプラクティック以外にも曳き運動やマッ
サージ、スイミング、トレッドミル、振動療法や、温
熱・冷却またはPEMFを実施していた。厩舎関係者
を含めた広い意味でのウマの所有者も様々な治療
を実施しており、クラス3以下のレーザーは15％、
Pessoaシステムは55％、Equibandは37％、温熱療
法は33％、冷却療法は31％、ストレッチは31％、
冷水ハイドロセラピーは30％、圧迫包帯は22％、
超音波療法は16％であった。

考察
　運動療法、温熱・冷却療法、圧迫包帯やストレッ
チは基本的な経験があれば安価で実施できるため
広く普及している。その一方、不適切な処置は医療
事故につながる可能性があるため、適切な使用法
を教育し、監督する役割が獣医師に求められてい
る。
　装蹄療法は蹄や腱・靱帯に関連する様々な疾患
に応用されており、装蹄師と獣医師が協力して実
施しなければならない重要な治療法だと認識され

ている。
　PRPやIRAPの使用率は前回の調査よりも高く
なっていた。様々なキットが新しく開発されてい
る現況もあり、普及が進んでいるためかもしれな
い。ただ、PRPに関しては作製方法や投与方法が多
種多様であり、効果判定が複雑である。これらの治
療法を適切に使用するためには、各方法のメリッ
トとデメリットを正しく理解することが重要であ
る。
　カイロプラクティック、マッサージおよび鍼灸
などは、国や州によって法令や規制が異なってお
り、獣医師以外でも実施することが可能である。実
際に、カイロプラクティックやマッサージは理学
療法士によっても多く実施されている。興味深い
ことに、本調査に参加した33％の獣医師がこうし
た処置の実施にあたって、獣医リハビリテーショ
ンの資格を有する理学療法士に相談している事実
が明らかになった。ウマ臨床では獣医師と理学療
法士の連携を強め、協力態勢を整えるべきだとす
る意見が多くなってきている。その一方、専門的な
資格を有していない一般人が、こうした治療をウ
マに施すことに対しては、獣医師から懸念する声
があがっている。その理由として、医療事故、原疾
患の診断遅延、鎮静剤などの不正使用の可能性が
あるからだ。各治療技術の効能とともに、法律上の

問題点を一般人や所有者に対して伝える役割が獣
医師に求められている。そのためにも、獣医師や獣
医学生は適切な使用法やそれに関する法令をしっ
かりと学ぶ必要がある。本調査において、獣医学生
は基本的な処置にしか携わっていない事実が明ら
かになったが、臨床現場でプロフェッショナルと
しての役割を期待するのであれば、卒前教育とし
て、獣医学生に高度かつ先進的な治療法に触れる
機会を多く与えるべきであろう。
　本調査ではウマ臨床で使用されている各種治療
技術の使用者や用途などを明らかにした。ただし、
本調査で得られた結果は、各治療技術の導入費用、
手軽さ、個人の資格などによって大きく影響を受
けていると考えられる。中には著しく高額な装置
や、研究室レベルの施設が必要な方法もあるため、
個人病院では導入が難しい治療技術もある。また、
鍼灸やカイロプラクティックの実践には専門機関
による教育が必要不可欠であり、誰もが処置でき
る治療法ではない。加えて、ショックウェーブなど
の一部の治療は、ドーピングや動物福祉の観点か
ら競技実施前には使用を制限されている場合もあ
る。本調査の結果を理解するにあたり、個々の様々
な事情による影響が含まれていることも考慮すべ
きであろう。
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　アメリカにおいて競馬は人気の産業である一
方、騎手は世界的に最も危険な職種の１つである
ことは広く認知されている。しかしながら、落馬や
騎手の負傷を予防するための研究はほとんど行わ
れていない。そこで、本研究はカリフォルニア州に
おける、サラブレッド種およびクオーターホース
種の落馬発生率と騎手の負傷の特徴を明らかにす
ることを目的に、記述統計を実施した。
　2007年1月から2011年12月の競馬開催日にお
ける落馬と騎手の負傷に関するデータをカリフォ
ルニア州競馬委員会の報告書より抽出した。総騎
乗回数（総出走頭数）をデータベースから抽出し、
サラブレッド種およびクオーターホース種それぞ
れの種で平地競走における騎手の落馬、負傷、死亡
の割合をポアソン回帰により求めた。
　サラブレッド種の競走は3350開催、23500競走
が行われ、180646頭が出走していた。そのうち、
360回の落馬が発生し、184人の騎手が負傷して
いた。クオーターホース種の競走は、1053開催、
6320競走が行われ、46106頭が出走していた。そ
のうち、145回の落馬が発生し、85人の騎手が負傷
していた。サラブレッド種においては、1000回の
騎乗あたり1.99回の落馬が発生し、その51%が負
傷していた。クオーターホース種においては、
1000回の騎乗あたり3.14回の落馬が発生し、その

59%が負傷していた。落馬のほとんどは競走中に
発生しており、その多くがウマの致死的な故障や
突然死と関連していた（サラブレッド種では29%、
クオーターホース種では44%）。調査期間中、騎手
の死亡事故は1件発生した。他国で報告されてい
るものと比較して、落馬の発生率は低かったが、負
傷率は同等であった。
　本研究はアメリカにおける落馬率や負傷の状況
を報告した最初の論文である。サラブレッド種よ
りもクオーターホース種の方が落馬の発生率が高
い理由は定かではないが、ウマの故障する部位が
異なることに寄与するかもしれない。この点につ
いては、それぞれの種でのウマの事故統計に関す
る研究が必要であると考えられる。文中、1980年
以前に比べて近年では落馬による負傷が減少して
きているデータも示されていた。獣医療の発展や
安全な馬場の開発などの賜物であると感じるが、
依然として重傷例や死亡事故も発生しているた
め、ウマの事故に関する疫学調査は非常に重要で
あり、そこで明らかにされた要因を改善していく
ことが騎手の安全およびウマの福祉双方に寄与し
ていくと考えられる。一方で、日本における騎手の
落馬に関する研究はほとんど行われていないた
め、発生率やリスク要因などに関する研究も行っ
ていく必要があると考えられた。

2007年から2011年のカリフォルニアにおけるサラブレッド種
およびクオーターホース種の騎手の落馬、負傷、死亡に関する疫学調査
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　本論文では、獣医師がウマの歩様検査をする際
に客観的なサポートができるようなシステムであ
るEquiMovesについて紹介し、精度について検証
する。このシステムは同期した8つの慣性セン
サーを組み合わせて、ウマの動きを捉えるもので
ある。様々な歩様において使用可能で、胴体や肢の
動きを解析することができるように開発された。
本実験では、ウォームブラッド種7頭を用いて、屋
内馬場において、常歩、速歩時に、18台のカメラを
用いた光学式モーションキャプチャとEquiMoves
を装着して同時に測定し、Bland-Altman分析によ
り、光学式モーションキャプチャとの測定誤差を
検証した。矢状面の動きに関しては、光学式モー
ションキャプチャとEquiMoveの差は最も大きい
場合でも0.3°で許容範囲（limits of agreement; 差
の平均±1.96×差の標準偏差）は±2.3°であっ
た。冠状面の動きに関しては、2つの測定方法の差
は最も大きい場合でも0.4°であったが、許容範囲
は-8.8°から8.1°であった。胴体の対称性の動き
に関しては、２つの測定方法に有意な差は認めず、
許容範囲は±5mmであった。キ甲と仙骨部の許容
範囲は±2mm以内であり、このシステムは対称性
を正確に定量できていると考えられた。全体的な
一致度は高いものの、冠状面の動きでばらつきが
出ている。筆者らは、モーションキャプチャのカメ

ラ位置やマーカー位置が冠状面の動きを正確に読
み取るには不十分だった可能性、フィルター機能
の違いなどを挙げている。
　ヒトのアスリートにおいては、身に着けるだけ
で様々なデータが測定できるウェアラブルセン
サーが多く流通している。バイオメカニクス分野
においても、ランニングフォームなどを観察する
にはモーションキャプチャが最も主流になってい
るが、数十台の高額なカメラが必要となってくる
ため、すべてのステップを観察できるわけではな
い。一方、慣性センサーを含めたウェアラブルセン
サーは小型で比較的安価なので、数台を同期させ
てデータを取れば、多くの歩数のデータ（例えば
100m走全ての手足の振りの角度など）が獲得可
能となり、カメラをセッティングしなくても、ラン
ニングフォームの一部（手足の振りの角度など）が
わかるようになる。そのような慣性センサーの組
み合わせを、ウマで行った文献である。
　ウマはストライドが大きく、特に競走馬は
20m/sに迫る速度で走るため、モーションキャプ
チャやハイスピードカメラを有していても、野外
におけるランニングフォームを撮影するのは困難
である。本論文で紹介した技術はまだ常歩、速歩し
か測定できておらず、矢状面以外の動きを観察す
る精度に課題があるが、今後さらに改良が進めば、

競走馬のレースに近い速度でのランニングフォー
ムが測定できるようになるかもしれない。

客観的に歩様検査するためのワイヤレス
慣性センサーシステムについて（EquiMoves）

EquiMoves: A Wireless Networked Inertial Measurement System for Objective Examination of Horse Gait
 Stephan Bosch, Filipe Serra Braganca, Mihai Marin-Perianu, Raluca Marin-Perianu,

Berend Jan van der Zwaag, John Voskamp, Willem Back, Rene van Weeren and Paul Havinga

Sensors 2018, 18, 850; doi; 10.3390/s18030850

競走馬総合研究所  運動科学研究室　高橋佑治
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　本論文では、獣医師がウマの歩様検査をする際
に客観的なサポートができるようなシステムであ
るEquiMovesについて紹介し、精度について検証
する。このシステムは同期した8つの慣性セン
サーを組み合わせて、ウマの動きを捉えるもので
ある。様々な歩様において使用可能で、胴体や肢の
動きを解析することができるように開発された。
本実験では、ウォームブラッド種7頭を用いて、屋
内馬場において、常歩、速歩時に、18台のカメラを
用いた光学式モーションキャプチャとEquiMoves
を装着して同時に測定し、Bland-Altman分析によ
り、光学式モーションキャプチャとの測定誤差を
検証した。矢状面の動きに関しては、光学式モー
ションキャプチャとEquiMoveの差は最も大きい
場合でも0.3°で許容範囲（limits of agreement; 差
の平均±1.96×差の標準偏差）は±2.3°であっ
た。冠状面の動きに関しては、2つの測定方法の差
は最も大きい場合でも0.4°であったが、許容範囲
は-8.8°から8.1°であった。胴体の対称性の動き
に関しては、２つの測定方法に有意な差は認めず、
許容範囲は±5mmであった。キ甲と仙骨部の許容
範囲は±2mm以内であり、このシステムは対称性
を正確に定量できていると考えられた。全体的な
一致度は高いものの、冠状面の動きでばらつきが
出ている。筆者らは、モーションキャプチャのカメ

ラ位置やマーカー位置が冠状面の動きを正確に読
み取るには不十分だった可能性、フィルター機能
の違いなどを挙げている。
　ヒトのアスリートにおいては、身に着けるだけ
で様々なデータが測定できるウェアラブルセン
サーが多く流通している。バイオメカニクス分野
においても、ランニングフォームなどを観察する
にはモーションキャプチャが最も主流になってい
るが、数十台の高額なカメラが必要となってくる
ため、すべてのステップを観察できるわけではな
い。一方、慣性センサーを含めたウェアラブルセン
サーは小型で比較的安価なので、数台を同期させ
てデータを取れば、多くの歩数のデータ（例えば
100m走全ての手足の振りの角度など）が獲得可
能となり、カメラをセッティングしなくても、ラン
ニングフォームの一部（手足の振りの角度など）が
わかるようになる。そのような慣性センサーの組
み合わせを、ウマで行った文献である。
　ウマはストライドが大きく、特に競走馬は
20m/sに迫る速度で走るため、モーションキャプ
チャやハイスピードカメラを有していても、野外
におけるランニングフォームを撮影するのは困難
である。本論文で紹介した技術はまだ常歩、速歩し
か測定できておらず、矢状面以外の動きを観察す
る精度に課題があるが、今後さらに改良が進めば、

競走馬のレースに近い速度でのランニングフォー
ムが測定できるようになるかもしれない。
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文 献 紹 介

【背景】
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
において最も重要な疾患の1つであり、競走中お
よび調教中の救命困難な事故に繋がる疾患の１つ
である。調教で外側顆および内側顆に繰り返し負
担がかかることにより、微細な損傷が累積するこ
とで顆骨折につながることが分かっている。特定
のレントゲン検査方法および立位低磁場MRI検査
により重篤な顆骨折の前駆病変となる微細な顆骨
折（Unicortical condylar fracture : UCF）を発見で
きる。しかし、画像診断、治療および競走復帰まで
の予後を考える上で臨床医がガイドラインとして
利用できる情報はほとんど発表されていない。今
回調査を行った微細な顆骨折を発症した症例の臨
床所見、診断および転帰は今後治療法を決定する
際に有用な情報となるだろう。

【材料および方法】
　2 0 0 6年6月から2 0 1 3年6月の間にUK  
veterinary practice でレントゲン検査またはMRI
検査を実施した平地競走馬のうち、UCFを認めた
馬について調査を実施した。レントゲン上、UCFと
診 断 す る 基 準 は 、 F l e x e d  
Dorsopalmar/plantarodorsal （以下Flexed DP）像
にて単軸性傍矢状エックス線透過像（ fissure ）を

認めることである。また、レントゲン検査上、不明
瞭な異常所見を認めた症例または異常所見を認め
なかった症例のうち、低磁場MRI検査で骨損傷を
認めた馬も調査対象に含まれている。MRI検査上
の診断基準は、STIR/T2で海綿骨まで達する皮質
骨の亀裂（ fissure ）が高信号に描出され、周囲海綿
骨が高信号に描出されることである。跛行の程度
は1-10のグレードで記録されており、発症日は獣
医師により跛行が認められた日と考えられ、UCF
と診断がつくのは発症日以降である。リハビリは
診断日から始まり、馬房内休養と常歩運動の組み
合わせによって期間が決められている。その後の
転帰は担当医による記録やレーシングポストを基
に調査した。

【結果】
　2006年6月から2013年6月の間に45頭の平地
競走出走馬がUCFを発症していた（牡：21頭、牝：
13頭、セン馬：11頭、平均3.4歳）。前肢球節の発症
が多く、全体の77.8 %を占めていた。また、外側顆
の発症も多く全体の71.1 %を占めていた。
　跛行が臨床的な発症のサインとなっており、そ
のグレードは4/10程度であった。症例によっては
グレード1-8/10を示すものもいた。著明な関節液
の増量と跛行は認めるが、屈曲痛や触診痛といっ

た触診所見を認めないものがほとんどであった
（44/45 頭）。レントゲン検査にて明瞭な所見を認
めた11頭を除く34頭に対して初診時に診断麻酔
が実施された。球節内の診断麻酔で24/45 頭(53.3 
%)、Low-4 point 診断麻酔で10/45 (22.2 %)の跛行
が消失し、球節の異常が疑われた。レントゲン検査
上は、Flexed DP 像のみでfissureの描出が可能で
あり、35/45 頭(77.8 %)で認められた。不明瞭なレ
ントゲン所見を認めた症例およびレントゲン所見
に乏しかった残りの10頭に対しては、立位低磁場
MRI検査にて診断が成された。
　ほとんどの症例（33/45 73.3 %）では跛行を認
め、診断麻酔および画像診断を実施した後2日以
内に診断が下されていた。レントゲン上、fissureが
見逃されていた2例については、調教を継続した
結果、致死性の骨折を発症し安楽死処置となって
いた。
　多くの症例では保存療法が選択され、2-4週間の
馬房内休養の後、ウォーキングマシーンでの運動
を4-6週間実施していた。また、4.5 mm ラグスク
リューを立位で挿入している症例もあった。競走
復帰は93.3%で可能で、発症から競走復帰までは
平均259日（92-807日）を要しており、再骨折は
16.7%であった。

【考察】
　今回の症例報告は、競走馬における第3中手骨
および中足骨のUCFに関して、臨床症状、画像診
断、治療法および転帰をまとめ始めて報告したも
のである。本疾患は、より重症度の高い骨折の前駆
病変であり、今回の報告ではレントゲンおよび
MRI検査上の診断基準を定義している。臨床症状
に乏しくとも、レントゲン上、fissureが認められた
症例では診断麻酔や画像診断の結果、UCFと診断
される。
　UCFの特徴は、球節に明瞭な所見が認められな
いという点であり、関節液の増量、明瞭な触診痛お
よび屈曲痛といった所見が認められない点で、第
3中手骨/中足骨々折と鑑別できる。球節に限局し
た所見に乏しいため診断の遅れや誤診を招き、よ
り重症な骨折を発症してしまう。
　ほとんどの症例で、Flexed DP位でのレントゲン

検査のみによって診断されているため、これをス
クリーニング検査の一環に入れるべきである。
UCFで認められるfissureはFlexed DP位から左右
に角度を変え適正な斜位から撮影することで描出
可能だと思われる。しかし、レントゲン検査の技術
に関係なく1/4ほどのレントゲン所見は不明瞭で
あるため、そのような症例の診断には低磁場立位
MRI検査が必要である。レントゲン検査で認めら
れるムラがない点や第3中手骨/中足骨皮質骨上の
fissureとそれ以外の損傷を判別できる点で球節に
原因のある跛行に対して、低磁場立位MRI検査は
有効である。MRIに適していない症例では、休養さ
せ10-14日後にレントゲン検査を実施すれば多く
の場合で骨折を認めることができる。これは、損傷
部位で破骨細胞が活性化するためである。
　初診時のレントゲン所見を見落とした症例や追
加の画像検査を行わなかった症例では、数ヶ月後
に致死性骨折を発症している。UCFが第3中手骨/
中足骨々折へと発展するには時間が必要なのだ
が、その間投薬によりむやみに跛行を消すべきで
はない。結果として、厩舎関係者および獣医師によ
る検査の機会をなくしてしまうためである。球節
が原因だと疑う跛行に対し投薬を繰り返す前に、
Flexed DP位からのレントゲン検査を行うことで
骨折のリスクを軽減できると思われる。
　今回調査した症例では、90%以上が競走復帰し
ている。その大半の症例では、2-4週間の馬房内休
養の後、ウォーキングマシーンでの運動を4-6週間
実施するという保存療法が行われている。担当者
が継続して行うべきだが、治療は8週間の保存療
法で十分だと考えられる。初診時に重度の跛行を
呈した症例は、跛行が消失するまで休養するべき
だが、それ以外は診断日以降1日30-90分の常歩運
動は行っても良いと思われる。今回の症例の内、
16.7%は同様の治療法を実施し再骨折を発症し
た。再骨折の原因は、完治していなかった可能性や
進行性関節疾患といった先天的な要因が考えられ
るが、はっきりと分かってはいない。初診時のレン
トゲン所見と再骨折に関して相関性はないと思わ
れる。
　今回の報告は、競走馬の第3中手骨/中足骨々折
は前駆病変としてUCFが存在するため、早期に診

断することができれば発症を予防することが可能
だという考えを支持するものである。獣医師に
とって重要なのは、UCFが臨床所見およびレント
ゲン所見に乏しく、調教を継続させるための投薬

により跛行をマスクしてしまうことや適切な検査
および所見を間違えることで致死性の骨折につな
がってしまう点を理解することである。

競走馬の第3中手骨および第3中足骨の
微細骨折を発症した45症例について

Unicortical condylar fracture of the Thoroughbred fetlock : 45 cases 
(2006-2013)

P.H.L.RAMZAN*,L.PALMER andS.E.POWELL
Equine Veterinary Journal 2015, 47: 680-683

美浦トレーニング・センター 競走馬診療所　岸　大貴
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【背景】
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
において最も重要な疾患の1つであり、競走中お
よび調教中の救命困難な事故に繋がる疾患の１つ
である。調教で外側顆および内側顆に繰り返し負
担がかかることにより、微細な損傷が累積するこ
とで顆骨折につながることが分かっている。特定
のレントゲン検査方法および立位低磁場MRI検査
により重篤な顆骨折の前駆病変となる微細な顆骨
折（Unicortical condylar fracture : UCF）を発見で
きる。しかし、画像診断、治療および競走復帰まで
の予後を考える上で臨床医がガイドラインとして
利用できる情報はほとんど発表されていない。今
回調査を行った微細な顆骨折を発症した症例の臨
床所見、診断および転帰は今後治療法を決定する
際に有用な情報となるだろう。

【材料および方法】
　2 0 0 6年6月から2 0 1 3年6月の間にUK  
veterinary practice でレントゲン検査またはMRI
検査を実施した平地競走馬のうち、UCFを認めた
馬について調査を実施した。レントゲン上、UCFと
診 断 す る 基 準 は 、 F l e x e d  
Dorsopalmar/plantarodorsal （以下Flexed DP）像
にて単軸性傍矢状エックス線透過像（ fissure ）を

認めることである。また、レントゲン検査上、不明
瞭な異常所見を認めた症例または異常所見を認め
なかった症例のうち、低磁場MRI検査で骨損傷を
認めた馬も調査対象に含まれている。MRI検査上
の診断基準は、STIR/T2で海綿骨まで達する皮質
骨の亀裂（ fissure ）が高信号に描出され、周囲海綿
骨が高信号に描出されることである。跛行の程度
は1-10のグレードで記録されており、発症日は獣
医師により跛行が認められた日と考えられ、UCF
と診断がつくのは発症日以降である。リハビリは
診断日から始まり、馬房内休養と常歩運動の組み
合わせによって期間が決められている。その後の
転帰は担当医による記録やレーシングポストを基
に調査した。

【結果】
　2006年6月から2013年6月の間に45頭の平地
競走出走馬がUCFを発症していた（牡：21頭、牝：
13頭、セン馬：11頭、平均3.4歳）。前肢球節の発症
が多く、全体の77.8 %を占めていた。また、外側顆
の発症も多く全体の71.1 %を占めていた。
　跛行が臨床的な発症のサインとなっており、そ
のグレードは4/10程度であった。症例によっては
グレード1-8/10を示すものもいた。著明な関節液
の増量と跛行は認めるが、屈曲痛や触診痛といっ

た触診所見を認めないものがほとんどであった
（44/45 頭）。レントゲン検査にて明瞭な所見を認
めた11頭を除く34頭に対して初診時に診断麻酔
が実施された。球節内の診断麻酔で24/45 頭(53.3 
%)、Low-4 point 診断麻酔で10/45 (22.2 %)の跛行
が消失し、球節の異常が疑われた。レントゲン検査
上は、Flexed DP 像のみでfissureの描出が可能で
あり、35/45 頭(77.8 %)で認められた。不明瞭なレ
ントゲン所見を認めた症例およびレントゲン所見
に乏しかった残りの10頭に対しては、立位低磁場
MRI検査にて診断が成された。
　ほとんどの症例（33/45 73.3 %）では跛行を認
め、診断麻酔および画像診断を実施した後2日以
内に診断が下されていた。レントゲン上、fissureが
見逃されていた2例については、調教を継続した
結果、致死性の骨折を発症し安楽死処置となって
いた。
　多くの症例では保存療法が選択され、2-4週間の
馬房内休養の後、ウォーキングマシーンでの運動
を4-6週間実施していた。また、4.5 mm ラグスク
リューを立位で挿入している症例もあった。競走
復帰は93.3%で可能で、発症から競走復帰までは
平均259日（92-807日）を要しており、再骨折は
16.7%であった。

【考察】
　今回の症例報告は、競走馬における第3中手骨
および中足骨のUCFに関して、臨床症状、画像診
断、治療法および転帰をまとめ始めて報告したも
のである。本疾患は、より重症度の高い骨折の前駆
病変であり、今回の報告ではレントゲンおよび
MRI検査上の診断基準を定義している。臨床症状
に乏しくとも、レントゲン上、fissureが認められた
症例では診断麻酔や画像診断の結果、UCFと診断
される。
　UCFの特徴は、球節に明瞭な所見が認められな
いという点であり、関節液の増量、明瞭な触診痛お
よび屈曲痛といった所見が認められない点で、第
3中手骨/中足骨々折と鑑別できる。球節に限局し
た所見に乏しいため診断の遅れや誤診を招き、よ
り重症な骨折を発症してしまう。
　ほとんどの症例で、Flexed DP位でのレントゲン

検査のみによって診断されているため、これをス
クリーニング検査の一環に入れるべきである。
UCFで認められるfissureはFlexed DP位から左右
に角度を変え適正な斜位から撮影することで描出
可能だと思われる。しかし、レントゲン検査の技術
に関係なく1/4ほどのレントゲン所見は不明瞭で
あるため、そのような症例の診断には低磁場立位
MRI検査が必要である。レントゲン検査で認めら
れるムラがない点や第3中手骨/中足骨皮質骨上の
fissureとそれ以外の損傷を判別できる点で球節に
原因のある跛行に対して、低磁場立位MRI検査は
有効である。MRIに適していない症例では、休養さ
せ10-14日後にレントゲン検査を実施すれば多く
の場合で骨折を認めることができる。これは、損傷
部位で破骨細胞が活性化するためである。
　初診時のレントゲン所見を見落とした症例や追
加の画像検査を行わなかった症例では、数ヶ月後
に致死性骨折を発症している。UCFが第3中手骨/
中足骨々折へと発展するには時間が必要なのだ
が、その間投薬によりむやみに跛行を消すべきで
はない。結果として、厩舎関係者および獣医師によ
る検査の機会をなくしてしまうためである。球節
が原因だと疑う跛行に対し投薬を繰り返す前に、
Flexed DP位からのレントゲン検査を行うことで
骨折のリスクを軽減できると思われる。
　今回調査した症例では、90%以上が競走復帰し
ている。その大半の症例では、2-4週間の馬房内休
養の後、ウォーキングマシーンでの運動を4-6週間
実施するという保存療法が行われている。担当者
が継続して行うべきだが、治療は8週間の保存療
法で十分だと考えられる。初診時に重度の跛行を
呈した症例は、跛行が消失するまで休養するべき
だが、それ以外は診断日以降1日30-90分の常歩運
動は行っても良いと思われる。今回の症例の内、
16.7%は同様の治療法を実施し再骨折を発症し
た。再骨折の原因は、完治していなかった可能性や
進行性関節疾患といった先天的な要因が考えられ
るが、はっきりと分かってはいない。初診時のレン
トゲン所見と再骨折に関して相関性はないと思わ
れる。
　今回の報告は、競走馬の第3中手骨/中足骨々折
は前駆病変としてUCFが存在するため、早期に診

断することができれば発症を予防することが可能
だという考えを支持するものである。獣医師に
とって重要なのは、UCFが臨床所見およびレント
ゲン所見に乏しく、調教を継続させるための投薬

により跛行をマスクしてしまうことや適切な検査
および所見を間違えることで致死性の骨折につな
がってしまう点を理解することである。
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【背景】
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
において最も重要な疾患の1つであり、競走中お
よび調教中の救命困難な事故に繋がる疾患の１つ
である。調教で外側顆および内側顆に繰り返し負
担がかかることにより、微細な損傷が累積するこ
とで顆骨折につながることが分かっている。特定
のレントゲン検査方法および立位低磁場MRI検査
により重篤な顆骨折の前駆病変となる微細な顆骨
折（Unicortical condylar fracture : UCF）を発見で
きる。しかし、画像診断、治療および競走復帰まで
の予後を考える上で臨床医がガイドラインとして
利用できる情報はほとんど発表されていない。今
回調査を行った微細な顆骨折を発症した症例の臨
床所見、診断および転帰は今後治療法を決定する
際に有用な情報となるだろう。

【材料および方法】
　2 0 0 6年6月から2 0 1 3年6月の間にUK  
veterinary practice でレントゲン検査またはMRI
検査を実施した平地競走馬のうち、UCFを認めた
馬について調査を実施した。レントゲン上、UCFと
診 断 す る 基 準 は 、 F l e x e d  
Dorsopalmar/plantarodorsal （以下Flexed DP）像
にて単軸性傍矢状エックス線透過像（ fissure ）を

認めることである。また、レントゲン検査上、不明
瞭な異常所見を認めた症例または異常所見を認め
なかった症例のうち、低磁場MRI検査で骨損傷を
認めた馬も調査対象に含まれている。MRI検査上
の診断基準は、STIR/T2で海綿骨まで達する皮質
骨の亀裂（ fissure ）が高信号に描出され、周囲海綿
骨が高信号に描出されることである。跛行の程度
は1-10のグレードで記録されており、発症日は獣
医師により跛行が認められた日と考えられ、UCF
と診断がつくのは発症日以降である。リハビリは
診断日から始まり、馬房内休養と常歩運動の組み
合わせによって期間が決められている。その後の
転帰は担当医による記録やレーシングポストを基
に調査した。

【結果】
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た触診所見を認めないものがほとんどであった
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が実施された。球節内の診断麻酔で24/45 頭(53.3 
%)、Low-4 point 診断麻酔で10/45 (22.2 %)の跛行
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実施するという保存療法が行われている。担当者
が継続して行うべきだが、治療は8週間の保存療
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た。再骨折の原因は、完治していなかった可能性や
進行性関節疾患といった先天的な要因が考えられ
るが、はっきりと分かってはいない。初診時のレン
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文 献 紹 介

　第7脳神経（顔面神経）の麻痺または不全麻痺
は、ウマにおける最も一般的な脳神経障害の一つ
である。多くは、外傷、神経への断続的な圧力、喉嚢
疾患、中耳炎、腫瘍、多発性神経炎、舌骨の骨関節症
など神経へのダメージにより後天的にもたらされ
る。生後まもなく顔面神経の障害を持っていた子
ウマについての報告は少なく、先天的な異常であ
ると提唱したのはSchonら（2017）が初めてであ
る。
　脳神経は大脳から（第1、2脳神経）または脳幹か
ら（第3～12脳神経）起こる12対の神経であり、頭
蓋骨の孔を通過し、顔または頚の神経支配領域に
達する。顔面神経は、茎状舌骨筋および中耳の構成
要素である第2鯉弓または舌骨弓に由来し、表情
筋および顎二腹筋を支配する。加えて、舌および口
腔内の頭側2/3の感覚を供給し、また涙腺を含む
頭～頚部における副交感神経を支配する。
　顔面神経の障害による機能喪失は、損傷の位置、
障害の程度および慢性度により多様である。障害
部位は、症状を呈した筋群の認識およびその特異
な経路を遡ることにより明らかになる。顔面神経
障害の臨床所見は別記のとおりである。片側の完
全麻痺は左右どちらかの顔面神経核あるいは頭蓋
内で近接する神経の障害によりもたらされ、同側
の眼瞼、耳、口唇、鼻孔が動かなくなる。不完全ある
いは軽度な障害の場合は、表情筋の活動減少によ
る顔面麻痺がもたらされる。頬骨弓に近接する神

経枝の障害では、眼瞼および耳の麻痺のみ、咬筋表
層に沿った頬枝の障害では、口唇、鼻孔の麻痺のみ
である。障害が両側の場合は、顔面両側に症状を有
し、流涎を伴う口唇下垂、両耳および眼瞼の下垂、
角膜炎リスクが認められる。
　顔面神経の完全麻痺に伴い、たいていの場合、副
交感神経機能も障害を受け、同側の涙液および唾
液産生が減少または途絶し、角膜疾患、嚥下障害を
及ぼす。涙液産生の減少は眼瞼の麻痺を伴い、結果
として角膜潰瘍を起こし得る。シルマー試験は顔
面神経障害の判別に有効であり、治療として人工
涙液が有効かどうか判断することに役立つ。唾液
産生減少は両側の口腔内粘膜を触診し湿り具合を
比較することで判別することができる。
　顔面神経の障害に付随するその他の異常は、障
害部位を判別する一助となる。斜頸、眼振その他内
耳障害をはじめ複数の脳神経障害を示唆する臨床
所見がある場合は脳幹の障害が疑わしい。
　ヒトでは、先天的な顔面麻痺は外傷など出生時
の状況に左右され、一方で発達過程の顔面麻痺は
個体発生異常により生じる。遺伝的な顔面麻痺は
顔面神経の障害とは独立しており、多くは常染色
体優性遺伝により顔面神経核その他脳神経の形成
異常として生じる。遺伝的な顔面麻痺については
関与する三つの表現型が明らかになっている。
　脳神経異常を呈したウマに対して、障害部位を
特定するための診断としては、まず身体検査を行

い、次に障害の程度、障害された神経を把握するた
めの神経学的検査を行う。近年、神経学分野におけ
る専門技術を持った臨床家の必要性が強調されて
いる。神経疾患であれば、シルマー試験などの眼科
的な評価は副交感神経機能を評価する上で重要で
ある。他の脳神経の障害または脳幹疾患の可能性
があれば、より詳細な目の動き（前庭眼反射、人形
の目現象）および聴覚の評価を行う必要がある。ヒ
トでは、顔面神経機能の試験はシルマー試験、音響
反射試験、味覚試験、唾液流量試験が行われる（別
記）。顔面神経麻痺を呈したウマに対する診断の次
の段階は、上気道内視鏡検査による真菌症など喉
嚢疾患、蓄膿、舌骨の変形性関節症の確認、可能な
らレントゲンによる骨折の判定である。ヒトでは、
筋電図検査も行うことができる。また、内耳神経だ
けでなく内耳の骨構造も顔面神経に近接してお
り、それらは顔面麻痺の際頻繁に障害を受けてい
るため、聴覚脳幹誘発電位の評価など聴覚の検査
は大変重要である。Schonらの報告では聴覚障害
の報告はなく、また子ウマの顔面におけるMRI上
の異常は認められなかった。側頭骨錐体部、内耳神
経核の組織病理学的評価を実施することで、側頭
骨と顔面神経管、内耳神経の関係性についてさら
なる見識を得ることができるかもしれない。
　高価、全身麻酔の必要性など課題はあるが、より
高度な画像化技術が可能となってきている。MRI
はウマにおいて延髄髄質から出て顔面神経管を通
過する顔面神経を画像化する選択肢としてベスト
である。一方で、CTは神経の部分的な観察を可能
にするが、頭蓋外領域では優れた視覚化とはいえ
ない。Schonらの報告では、全身麻酔下でMRIが実
施されたが、結果を解析することは困難であった。
このことについて、神経を正確に描出するために
は高度な技術とヒトで用いられるようなソフト
ウェアが必要と考察された。画像化の高度化が継
続することで、生前診断法の進歩と治療的介入の
開発が可能になることが期待される。
　顔面神経疾患を持つウマの治療は一般的に決
まっており、進行する病態の停止、消費された神経
細胞再生のサポートを焦点とする。側頭骨舌骨関
節症に対する角舌骨切除や喉嚢真菌症に対する処
置、抗炎症薬の使用もこれに基づいている。ウマの

顔面神経麻痺に対する針治療の良好な結果が報告
されているが、文献としての根拠はない。ラットで
は、電気刺激による神経軸索後切断、レーザー治
療、ジフェニルピペラジンの全身投与による顔面
神経機能回復という良好な結果の報告があるが、
いずれも実験的なものであり、ウマでは十分な考
慮が必要である。十分な機能回復を求めるには、今
後、さらなる複雑な外科処置や積極的な物理療法
も必要だろう。将来的に、ヒト医療での知見をもと
に臨床的調査および画像解析の高度化が行われる
ことで、ウマにおける脳神経障害の臨床像の確立
は可能となるだろう。

別記
ウマにおける顔面神経麻痺の神経学的臨床所見
〇急性期
同側の筋麻痺、顔面不対称：
・耳の下垂
・眼瞼下垂
・鼻曲がり症状
・鼻孔の開張不能
・口唇下垂、食べこぼし
・前頭部筋低下による眼瞼裂狭小
・角膜刺激による流涙
・舌末梢への苦味物質投与に対して無反応
・閉眼しない
・眼球後退、第三眼瞼露出

〇慢性期
・筋線維化、拘縮により耳、口唇、鼻が高位置に固定
・触診上、筋肉の硬化

ヒト医療における障害部位を認知するための試験
〇シルマー試験
・涙液産生減少

〇音響反射試験
・音刺激に対する無反応

〇味覚試験
・舌上の異なる位置に対して苦味物質投与

〇唾液流量試験
・下顎腺、舌下腺からの分泌量測定

〇筋電図検査
・除神経から10～20日後の陽性鋭波、線維自発

電位を伴う自発的脱分極
〇神経興奮試験
・神経刺激による筋肉の反応を測定
・反応する最小/最大刺激の測定

〇運動誘発電位

・神経刺激後に測定
・正常/異常部位間での最大反応時の振幅比較

〇近接する脳神経の評価
・聴力検査、聴覚脳幹誘発電位（第8脳神経）
・前庭眼反射（第8、6、3脳神経）

先天的な顔面神経の機能障害

Congenital facial nerve dysfunction

C. K. Russel, T. A. Aboellail and Y. S. Nout-Lomas
Equine Vet. Educ. 2019, 31 (2): 88-92

美浦トレーニング・センター  競走馬診療所　原田大地

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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　第7脳神経（顔面神経）の麻痺または不全麻痺
は、ウマにおける最も一般的な脳神経障害の一つ
である。多くは、外傷、神経への断続的な圧力、喉嚢
疾患、中耳炎、腫瘍、多発性神経炎、舌骨の骨関節症
など神経へのダメージにより後天的にもたらされ
る。生後まもなく顔面神経の障害を持っていた子
ウマについての報告は少なく、先天的な異常であ
ると提唱したのはSchonら（2017）が初めてであ
る。
　脳神経は大脳から（第1、2脳神経）または脳幹か
ら（第3～12脳神経）起こる12対の神経であり、頭
蓋骨の孔を通過し、顔または頚の神経支配領域に
達する。顔面神経は、茎状舌骨筋および中耳の構成
要素である第2鯉弓または舌骨弓に由来し、表情
筋および顎二腹筋を支配する。加えて、舌および口
腔内の頭側2/3の感覚を供給し、また涙腺を含む
頭～頚部における副交感神経を支配する。
　顔面神経の障害による機能喪失は、損傷の位置、
障害の程度および慢性度により多様である。障害
部位は、症状を呈した筋群の認識およびその特異
な経路を遡ることにより明らかになる。顔面神経
障害の臨床所見は別記のとおりである。片側の完
全麻痺は左右どちらかの顔面神経核あるいは頭蓋
内で近接する神経の障害によりもたらされ、同側
の眼瞼、耳、口唇、鼻孔が動かなくなる。不完全ある
いは軽度な障害の場合は、表情筋の活動減少によ
る顔面麻痺がもたらされる。頬骨弓に近接する神

経枝の障害では、眼瞼および耳の麻痺のみ、咬筋表
層に沿った頬枝の障害では、口唇、鼻孔の麻痺のみ
である。障害が両側の場合は、顔面両側に症状を有
し、流涎を伴う口唇下垂、両耳および眼瞼の下垂、
角膜炎リスクが認められる。
　顔面神経の完全麻痺に伴い、たいていの場合、副
交感神経機能も障害を受け、同側の涙液および唾
液産生が減少または途絶し、角膜疾患、嚥下障害を
及ぼす。涙液産生の減少は眼瞼の麻痺を伴い、結果
として角膜潰瘍を起こし得る。シルマー試験は顔
面神経障害の判別に有効であり、治療として人工
涙液が有効かどうか判断することに役立つ。唾液
産生減少は両側の口腔内粘膜を触診し湿り具合を
比較することで判別することができる。
　顔面神経の障害に付随するその他の異常は、障
害部位を判別する一助となる。斜頸、眼振その他内
耳障害をはじめ複数の脳神経障害を示唆する臨床
所見がある場合は脳幹の障害が疑わしい。
　ヒトでは、先天的な顔面麻痺は外傷など出生時
の状況に左右され、一方で発達過程の顔面麻痺は
個体発生異常により生じる。遺伝的な顔面麻痺は
顔面神経の障害とは独立しており、多くは常染色
体優性遺伝により顔面神経核その他脳神経の形成
異常として生じる。遺伝的な顔面麻痺については
関与する三つの表現型が明らかになっている。
　脳神経異常を呈したウマに対して、障害部位を
特定するための診断としては、まず身体検査を行

い、次に障害の程度、障害された神経を把握するた
めの神経学的検査を行う。近年、神経学分野におけ
る専門技術を持った臨床家の必要性が強調されて
いる。神経疾患であれば、シルマー試験などの眼科
的な評価は副交感神経機能を評価する上で重要で
ある。他の脳神経の障害または脳幹疾患の可能性
があれば、より詳細な目の動き（前庭眼反射、人形
の目現象）および聴覚の評価を行う必要がある。ヒ
トでは、顔面神経機能の試験はシルマー試験、音響
反射試験、味覚試験、唾液流量試験が行われる（別
記）。顔面神経麻痺を呈したウマに対する診断の次
の段階は、上気道内視鏡検査による真菌症など喉
嚢疾患、蓄膿、舌骨の変形性関節症の確認、可能な
らレントゲンによる骨折の判定である。ヒトでは、
筋電図検査も行うことができる。また、内耳神経だ
けでなく内耳の骨構造も顔面神経に近接してお
り、それらは顔面麻痺の際頻繁に障害を受けてい
るため、聴覚脳幹誘発電位の評価など聴覚の検査
は大変重要である。Schonらの報告では聴覚障害
の報告はなく、また子ウマの顔面におけるMRI上
の異常は認められなかった。側頭骨錐体部、内耳神
経核の組織病理学的評価を実施することで、側頭
骨と顔面神経管、内耳神経の関係性についてさら
なる見識を得ることができるかもしれない。
　高価、全身麻酔の必要性など課題はあるが、より
高度な画像化技術が可能となってきている。MRI
はウマにおいて延髄髄質から出て顔面神経管を通
過する顔面神経を画像化する選択肢としてベスト
である。一方で、CTは神経の部分的な観察を可能
にするが、頭蓋外領域では優れた視覚化とはいえ
ない。Schonらの報告では、全身麻酔下でMRIが実
施されたが、結果を解析することは困難であった。
このことについて、神経を正確に描出するために
は高度な技術とヒトで用いられるようなソフト
ウェアが必要と考察された。画像化の高度化が継
続することで、生前診断法の進歩と治療的介入の
開発が可能になることが期待される。
　顔面神経疾患を持つウマの治療は一般的に決
まっており、進行する病態の停止、消費された神経
細胞再生のサポートを焦点とする。側頭骨舌骨関
節症に対する角舌骨切除や喉嚢真菌症に対する処
置、抗炎症薬の使用もこれに基づいている。ウマの

顔面神経麻痺に対する針治療の良好な結果が報告
されているが、文献としての根拠はない。ラットで
は、電気刺激による神経軸索後切断、レーザー治
療、ジフェニルピペラジンの全身投与による顔面
神経機能回復という良好な結果の報告があるが、
いずれも実験的なものであり、ウマでは十分な考
慮が必要である。十分な機能回復を求めるには、今
後、さらなる複雑な外科処置や積極的な物理療法
も必要だろう。将来的に、ヒト医療での知見をもと
に臨床的調査および画像解析の高度化が行われる
ことで、ウマにおける脳神経障害の臨床像の確立
は可能となるだろう。

別記
ウマにおける顔面神経麻痺の神経学的臨床所見
〇急性期
同側の筋麻痺、顔面不対称：
・耳の下垂
・眼瞼下垂
・鼻曲がり症状
・鼻孔の開張不能
・口唇下垂、食べこぼし
・前頭部筋低下による眼瞼裂狭小
・角膜刺激による流涙
・舌末梢への苦味物質投与に対して無反応
・閉眼しない
・眼球後退、第三眼瞼露出

〇慢性期
・筋線維化、拘縮により耳、口唇、鼻が高位置に固定
・触診上、筋肉の硬化

ヒト医療における障害部位を認知するための試験
〇シルマー試験
・涙液産生減少

〇音響反射試験
・音刺激に対する無反応

〇味覚試験
・舌上の異なる位置に対して苦味物質投与

〇唾液流量試験
・下顎腺、舌下腺からの分泌量測定

〇筋電図検査
・除神経から10～20日後の陽性鋭波、線維自発

電位を伴う自発的脱分極
〇神経興奮試験
・神経刺激による筋肉の反応を測定
・反応する最小/最大刺激の測定

〇運動誘発電位

・神経刺激後に測定
・正常/異常部位間での最大反応時の振幅比較

〇近接する脳神経の評価
・聴力検査、聴覚脳幹誘発電位（第8脳神経）
・前庭眼反射（第8、6、3脳神経）

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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　第7脳神経（顔面神経）の麻痺または不全麻痺
は、ウマにおける最も一般的な脳神経障害の一つ
である。多くは、外傷、神経への断続的な圧力、喉嚢
疾患、中耳炎、腫瘍、多発性神経炎、舌骨の骨関節症
など神経へのダメージにより後天的にもたらされ
る。生後まもなく顔面神経の障害を持っていた子
ウマについての報告は少なく、先天的な異常であ
ると提唱したのはSchonら（2017）が初めてであ
る。
　脳神経は大脳から（第1、2脳神経）または脳幹か
ら（第3～12脳神経）起こる12対の神経であり、頭
蓋骨の孔を通過し、顔または頚の神経支配領域に
達する。顔面神経は、茎状舌骨筋および中耳の構成
要素である第2鯉弓または舌骨弓に由来し、表情
筋および顎二腹筋を支配する。加えて、舌および口
腔内の頭側2/3の感覚を供給し、また涙腺を含む
頭～頚部における副交感神経を支配する。
　顔面神経の障害による機能喪失は、損傷の位置、
障害の程度および慢性度により多様である。障害
部位は、症状を呈した筋群の認識およびその特異
な経路を遡ることにより明らかになる。顔面神経
障害の臨床所見は別記のとおりである。片側の完
全麻痺は左右どちらかの顔面神経核あるいは頭蓋
内で近接する神経の障害によりもたらされ、同側
の眼瞼、耳、口唇、鼻孔が動かなくなる。不完全ある
いは軽度な障害の場合は、表情筋の活動減少によ
る顔面麻痺がもたらされる。頬骨弓に近接する神

経枝の障害では、眼瞼および耳の麻痺のみ、咬筋表
層に沿った頬枝の障害では、口唇、鼻孔の麻痺のみ
である。障害が両側の場合は、顔面両側に症状を有
し、流涎を伴う口唇下垂、両耳および眼瞼の下垂、
角膜炎リスクが認められる。
　顔面神経の完全麻痺に伴い、たいていの場合、副
交感神経機能も障害を受け、同側の涙液および唾
液産生が減少または途絶し、角膜疾患、嚥下障害を
及ぼす。涙液産生の減少は眼瞼の麻痺を伴い、結果
として角膜潰瘍を起こし得る。シルマー試験は顔
面神経障害の判別に有効であり、治療として人工
涙液が有効かどうか判断することに役立つ。唾液
産生減少は両側の口腔内粘膜を触診し湿り具合を
比較することで判別することができる。
　顔面神経の障害に付随するその他の異常は、障
害部位を判別する一助となる。斜頸、眼振その他内
耳障害をはじめ複数の脳神経障害を示唆する臨床
所見がある場合は脳幹の障害が疑わしい。
　ヒトでは、先天的な顔面麻痺は外傷など出生時
の状況に左右され、一方で発達過程の顔面麻痺は
個体発生異常により生じる。遺伝的な顔面麻痺は
顔面神経の障害とは独立しており、多くは常染色
体優性遺伝により顔面神経核その他脳神経の形成
異常として生じる。遺伝的な顔面麻痺については
関与する三つの表現型が明らかになっている。
　脳神経異常を呈したウマに対して、障害部位を
特定するための診断としては、まず身体検査を行

い、次に障害の程度、障害された神経を把握するた
めの神経学的検査を行う。近年、神経学分野におけ
る専門技術を持った臨床家の必要性が強調されて
いる。神経疾患であれば、シルマー試験などの眼科
的な評価は副交感神経機能を評価する上で重要で
ある。他の脳神経の障害または脳幹疾患の可能性
があれば、より詳細な目の動き（前庭眼反射、人形
の目現象）および聴覚の評価を行う必要がある。ヒ
トでは、顔面神経機能の試験はシルマー試験、音響
反射試験、味覚試験、唾液流量試験が行われる（別
記）。顔面神経麻痺を呈したウマに対する診断の次
の段階は、上気道内視鏡検査による真菌症など喉
嚢疾患、蓄膿、舌骨の変形性関節症の確認、可能な
らレントゲンによる骨折の判定である。ヒトでは、
筋電図検査も行うことができる。また、内耳神経だ
けでなく内耳の骨構造も顔面神経に近接してお
り、それらは顔面麻痺の際頻繁に障害を受けてい
るため、聴覚脳幹誘発電位の評価など聴覚の検査
は大変重要である。Schonらの報告では聴覚障害
の報告はなく、また子ウマの顔面におけるMRI上
の異常は認められなかった。側頭骨錐体部、内耳神
経核の組織病理学的評価を実施することで、側頭
骨と顔面神経管、内耳神経の関係性についてさら
なる見識を得ることができるかもしれない。
　高価、全身麻酔の必要性など課題はあるが、より
高度な画像化技術が可能となってきている。MRI
はウマにおいて延髄髄質から出て顔面神経管を通
過する顔面神経を画像化する選択肢としてベスト
である。一方で、CTは神経の部分的な観察を可能
にするが、頭蓋外領域では優れた視覚化とはいえ
ない。Schonらの報告では、全身麻酔下でMRIが実
施されたが、結果を解析することは困難であった。
このことについて、神経を正確に描出するために
は高度な技術とヒトで用いられるようなソフト
ウェアが必要と考察された。画像化の高度化が継
続することで、生前診断法の進歩と治療的介入の
開発が可能になることが期待される。
　顔面神経疾患を持つウマの治療は一般的に決
まっており、進行する病態の停止、消費された神経
細胞再生のサポートを焦点とする。側頭骨舌骨関
節症に対する角舌骨切除や喉嚢真菌症に対する処
置、抗炎症薬の使用もこれに基づいている。ウマの

顔面神経麻痺に対する針治療の良好な結果が報告
されているが、文献としての根拠はない。ラットで
は、電気刺激による神経軸索後切断、レーザー治
療、ジフェニルピペラジンの全身投与による顔面
神経機能回復という良好な結果の報告があるが、
いずれも実験的なものであり、ウマでは十分な考
慮が必要である。十分な機能回復を求めるには、今
後、さらなる複雑な外科処置や積極的な物理療法
も必要だろう。将来的に、ヒト医療での知見をもと
に臨床的調査および画像解析の高度化が行われる
ことで、ウマにおける脳神経障害の臨床像の確立
は可能となるだろう。

別記
ウマにおける顔面神経麻痺の神経学的臨床所見
〇急性期
同側の筋麻痺、顔面不対称：
・耳の下垂
・眼瞼下垂
・鼻曲がり症状
・鼻孔の開張不能
・口唇下垂、食べこぼし
・前頭部筋低下による眼瞼裂狭小
・角膜刺激による流涙
・舌末梢への苦味物質投与に対して無反応
・閉眼しない
・眼球後退、第三眼瞼露出

〇慢性期
・筋線維化、拘縮により耳、口唇、鼻が高位置に固定
・触診上、筋肉の硬化

ヒト医療における障害部位を認知するための試験
〇シルマー試験
・涙液産生減少

〇音響反射試験
・音刺激に対する無反応

〇味覚試験
・舌上の異なる位置に対して苦味物質投与

〇唾液流量試験
・下顎腺、舌下腺からの分泌量測定

〇筋電図検査
・除神経から10～20日後の陽性鋭波、線維自発

電位を伴う自発的脱分極
〇神経興奮試験
・神経刺激による筋肉の反応を測定
・反応する最小/最大刺激の測定

〇運動誘発電位

・神経刺激後に測定
・正常/異常部位間での最大反応時の振幅比較

〇近接する脳神経の評価
・聴力検査、聴覚脳幹誘発電位（第8脳神経）
・前庭眼反射（第8、6、3脳神経）

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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【背景と目的】
　1歳齢のサラブレッドにおいて静止時内視鏡検
査は実行されており、その結果は購入判断の重要
な要素となっている。
　成馬において運動時内視鏡と比較して静止時内
視鏡の検査結果から病理的な診断をするには限界
があると報告されており、1歳齢においても気道
上部の機能を評価するに当たって静止内視鏡では
不十分であると推測される。
　今回の研究の目的は運動時内視鏡検査を1歳齢
のサラブレッドに行うことの実現可能性を評価
し、また静止時と運動時の検査結果を比較し関連
を調査することである。

【材料と方法】
　1歳齢のサラブレッド57頭で運動前後と運動中
に内視鏡検査を行った。内視鏡はDyn am i c  
Respiratory Scope(Optomed社)を使用した。
　運動時内視鏡検査中の最大心拍数を無作為に選
ばれた20頭で測定し、GPSを用いて運動時の速度
と移動距離を記録した。
　内視鏡検査は以下の3つのパートで行われた。

パート１：　運動前。最低1分間駐立後、検査した。
パート２：　運動時。キャンターで調馬索運動を

5分間、もしくは疲れて歩様が維持で

きなくなるまで行わせた。
パート３：　運動後。運動後1分間は駐立させ、

その後検査した。
　喉頭の機能は静止時にハブマイヤースケール
で、運動時にA～Cのグレードで評価した。
　喉頭蓋の構造、咽頭リンパ濾胞過形成(PLH)は0
～4のグレードで評価した。
　声帯虚脱(VCC)、披裂喉頭蓋ヒダの内側偏位
(MDAF)、IDDSP、咽頭虚脱、声門の粘性分泌物につ
いてはmild、moderate、severeの3つのグレードで
評価した。
　データ分析の際、比較を容易にするために、喉頭
の機能は「対称」(静止時1、運動時A)、「非対称」(静
止時＞1、運動時BかC)、「異常」(静止時＞Ⅱ.1、運動
時BかC)の3つに分類した。
　IDDSPはanyとsignificant(3回以上見られたか8
秒以上続いた)の2つに分類した。
　喉頭蓋の構造はlow(0-2)high(3,4)の2つに分類
した。
　PLHはsevere(＞2)、mild(≦２)で、MDAFや声門
の粘性分泌物、VCCはmildと、moderateからsevere
の2つに分類した。

【結果と考察】
　最大心拍数の中央値は201回で、最大速度の平

均は18㎞/hであった。この心拍数は馬が十分な運
動をしたことを示していると考えられる。
　静止時は喉頭の「非対称」が最も一般的(29頭)
で、運動時はIDDSPがよく見られた(19頭)。
　喉頭構造のグレードは運動前後であまり変化は
なく、運動時にグレードCは観察されなかった。喉
頭の「非対称」は運動時よりも運動前後の方が観察
され、運動前後でその数は大きく異ならなかった。
運動時グレードBを示したものよりも静止時にグ
レードⅡ.1以上を示したものの方が多かった。静
止時にⅠかⅡ.1のグレードを示したものはしばし
ば運動中に「対称」となった(49頭中48頭)。静止時
にⅡ.2かⅢのグレードであったものの25％が運動
時に「非対称」を示した。
　喉頭の機能に関して以前報告されたよりも「非
対称」の発生率が低かったが、これは試験に使用し
たサラブレッドが販売のプロセスを踏んでおり、
内視鏡検査を行ったかどうかにかかわらず、販売
の条件を満たしていたからだと考えられる。
　声門の粘性分泌物がanyであったものと運動後
の喉頭の機能が１より高かったものに有意な関連
が示された。
　IDDSPについて、運動時にsignificantと評価され
たものに対する運動前にsignificantと評価された
ものは、感度が25％で、特異度が94％であり、運動
前の静止内視鏡検査が運動時のIDDSP発生を占う
のに適していないと示された。そして成馬と同様
に運動時内視鏡は1歳齢においても活用できると
示唆された。この研究ではIDDSPの1歳齢での発生
と成馬との間の相関は調査しておらず、正確な病
理学的重要性を確立できないため、経時的調査が
必要となると考えられる。
　運動前も運動時もanyもしくはsignificantの
IDDSPが観察されたものは、喉頭蓋の構造のグ
レードが２より上のものと有意な関連が示され
た。また運動前に喉頭蓋の構造のグレードが２よ
り上であったものと運動時significantのIDDSPで
あったものも有意な関連が示唆された。
　運動時anyもしくはsignificantのIDDSPを示した

ものは上部気道感染症の病歴と大きく関連してお
り、上部気道感染症が運動支配神経障害につなが
るという報告を支持する結果となっている可能性
がある。
　喉頭蓋の構造について運動時のグレード4を除
いて、すべてのグレードの馬が存在した。試験中
highのグレードを示したものの間で有意差はな
かった。またhighを示したものとsignificantの
IDDSPとMDAFの存在には関連が示唆された。
　PLHについては全ての馬が持っており、試験中
有意差は見られなかった。
　MDAFについては運動時にのみ観察され、mild
が27件、それ以上が3件であった。mildより上の
MDAFを持っていたものとmildより上のVCCを
持っていたものには関連があった。
　VCCについては運動前に1件だけ観察され、運動
時に20件観察された。
　粘性分泌物の存在はおよそ50％で観察されて、
10％がmildより上と分類された。
　異常呼吸音は運動時に17件観察され、significant
のIDDSPと関連があると考えられる。
　合併症については内視鏡の先端との接触による
喉頭蓋の充血が3頭、右側に漿液性の鼻汁を認め
たものが1頭、試験中つまずき、跛行を呈したもの
が1頭であり、1歳齢のサラブレッドに対する内視
鏡検査は最小の合併症で実行できたと考えられ
る。

【結論】
　1歳齢のサラブレッドにおいて運動時の内視鏡
検査は上部気道の機能を評価するのに安全で有用
なものであると証明された。また静止時と運動時
の間で以上の発生に違いを認めた。そして静止時
の内視鏡検査が運動時の病理的変化を予測するの
に十分でない場合があると示唆された。成馬にな
るまで運動時の内視鏡検査を進めることが、より
この研究の重要性を高める可能性があると考えら
れる。

サラブレッド1歳齢57頭の運動時と
静止時における上部気道内視鏡検査の比較

Comparison of dynamic and resting endoscopy of the upper portion 
of the respiratory tract in 57 Thoroughbred yearlings

P.G.Kelly, R.J.M.Reardon, M.S.Johnston, P.J.Pollock
Equine Veterinary Journal 2013, 45: 700-704
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はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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【背景と目的】
　1歳齢のサラブレッドにおいて静止時内視鏡検
査は実行されており、その結果は購入判断の重要
な要素となっている。
　成馬において運動時内視鏡と比較して静止時内
視鏡の検査結果から病理的な診断をするには限界
があると報告されており、1歳齢においても気道
上部の機能を評価するに当たって静止内視鏡では
不十分であると推測される。
　今回の研究の目的は運動時内視鏡検査を1歳齢
のサラブレッドに行うことの実現可能性を評価
し、また静止時と運動時の検査結果を比較し関連
を調査することである。

【材料と方法】
　1歳齢のサラブレッド57頭で運動前後と運動中
に内視鏡検査を行った。内視鏡はDyn am i c  
Respiratory Scope(Optomed社)を使用した。
　運動時内視鏡検査中の最大心拍数を無作為に選
ばれた20頭で測定し、GPSを用いて運動時の速度
と移動距離を記録した。
　内視鏡検査は以下の3つのパートで行われた。

パート１：　運動前。最低1分間駐立後、検査した。
パート２：　運動時。キャンターで調馬索運動を

5分間、もしくは疲れて歩様が維持で

きなくなるまで行わせた。
パート３：　運動後。運動後1分間は駐立させ、

その後検査した。
　喉頭の機能は静止時にハブマイヤースケール
で、運動時にA～Cのグレードで評価した。
　喉頭蓋の構造、咽頭リンパ濾胞過形成(PLH)は0
～4のグレードで評価した。
　声帯虚脱(VCC)、披裂喉頭蓋ヒダの内側偏位
(MDAF)、IDDSP、咽頭虚脱、声門の粘性分泌物につ
いてはmild、moderate、severeの3つのグレードで
評価した。
　データ分析の際、比較を容易にするために、喉頭
の機能は「対称」(静止時1、運動時A)、「非対称」(静
止時＞1、運動時BかC)、「異常」(静止時＞Ⅱ.1、運動
時BかC)の3つに分類した。
　IDDSPはanyとsignificant(3回以上見られたか8
秒以上続いた)の2つに分類した。
　喉頭蓋の構造はlow(0-2)high(3,4)の2つに分類
した。
　PLHはsevere(＞2)、mild(≦２)で、MDAFや声門
の粘性分泌物、VCCはmildと、moderateからsevere
の2つに分類した。

【結果と考察】
　最大心拍数の中央値は201回で、最大速度の平

均は18㎞/hであった。この心拍数は馬が十分な運
動をしたことを示していると考えられる。
　静止時は喉頭の「非対称」が最も一般的(29頭)
で、運動時はIDDSPがよく見られた(19頭)。
　喉頭構造のグレードは運動前後であまり変化は
なく、運動時にグレードCは観察されなかった。喉
頭の「非対称」は運動時よりも運動前後の方が観察
され、運動前後でその数は大きく異ならなかった。
運動時グレードBを示したものよりも静止時にグ
レードⅡ.1以上を示したものの方が多かった。静
止時にⅠかⅡ.1のグレードを示したものはしばし
ば運動中に「対称」となった(49頭中48頭)。静止時
にⅡ.2かⅢのグレードであったものの25％が運動
時に「非対称」を示した。
　喉頭の機能に関して以前報告されたよりも「非
対称」の発生率が低かったが、これは試験に使用し
たサラブレッドが販売のプロセスを踏んでおり、
内視鏡検査を行ったかどうかにかかわらず、販売
の条件を満たしていたからだと考えられる。
　声門の粘性分泌物がanyであったものと運動後
の喉頭の機能が１より高かったものに有意な関連
が示された。
　IDDSPについて、運動時にsignificantと評価され
たものに対する運動前にsignificantと評価された
ものは、感度が25％で、特異度が94％であり、運動
前の静止内視鏡検査が運動時のIDDSP発生を占う
のに適していないと示された。そして成馬と同様
に運動時内視鏡は1歳齢においても活用できると
示唆された。この研究ではIDDSPの1歳齢での発生
と成馬との間の相関は調査しておらず、正確な病
理学的重要性を確立できないため、経時的調査が
必要となると考えられる。
　運動前も運動時もanyもしくはsignificantの
IDDSPが観察されたものは、喉頭蓋の構造のグ
レードが２より上のものと有意な関連が示され
た。また運動前に喉頭蓋の構造のグレードが２よ
り上であったものと運動時significantのIDDSPで
あったものも有意な関連が示唆された。
　運動時anyもしくはsignificantのIDDSPを示した

ものは上部気道感染症の病歴と大きく関連してお
り、上部気道感染症が運動支配神経障害につなが
るという報告を支持する結果となっている可能性
がある。
　喉頭蓋の構造について運動時のグレード4を除
いて、すべてのグレードの馬が存在した。試験中
highのグレードを示したものの間で有意差はな
かった。またhighを示したものとsignificantの
IDDSPとMDAFの存在には関連が示唆された。
　PLHについては全ての馬が持っており、試験中
有意差は見られなかった。
　MDAFについては運動時にのみ観察され、mild
が27件、それ以上が3件であった。mildより上の
MDAFを持っていたものとmildより上のVCCを
持っていたものには関連があった。
　VCCについては運動前に1件だけ観察され、運動
時に20件観察された。
　粘性分泌物の存在はおよそ50％で観察されて、
10％がmildより上と分類された。
　異常呼吸音は運動時に17件観察され、significant
のIDDSPと関連があると考えられる。
　合併症については内視鏡の先端との接触による
喉頭蓋の充血が3頭、右側に漿液性の鼻汁を認め
たものが1頭、試験中つまずき、跛行を呈したもの
が1頭であり、1歳齢のサラブレッドに対する内視
鏡検査は最小の合併症で実行できたと考えられ
る。

【結論】
　1歳齢のサラブレッドにおいて運動時の内視鏡
検査は上部気道の機能を評価するのに安全で有用
なものであると証明された。また静止時と運動時
の間で以上の発生に違いを認めた。そして静止時
の内視鏡検査が運動時の病理的変化を予測するの
に十分でない場合があると示唆された。成馬にな
るまで運動時の内視鏡検査を進めることが、より
この研究の重要性を高める可能性があると考えら
れる。

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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文 献 紹 介

【背景】
　穿孔性腱鞘損傷は時に感染を伴い、敗血性腱鞘
損傷に至る。敗血性腱鞘炎は致死的な病態を引き
起こし、迅速な診断および適切な治療が必要とな
る。穿孔性腱鞘損傷発症馬の診断および治療効果
の判定は、跛行・帯熱・腫脹といった臨床症状なら
びに腱鞘穿刺および滑液検査に頼っている。しか
しながら滑液検査は頻回の腱鞘穿刺および薬物投
与が実施された状況下では不確定な指標であり、
野外での採取も困難である。また、フィブリン形
成、腱鞘の肥大およびドレーン設置による腱鞘液
の廃液もまた連続的な滑液採取の妨げとなる。血
清アミロイドＡ蛋白（SAA）は、炎症の急性期に認
められる蛋白であり、検出限界以下の値から即座
に顕著な増加を示し、また一端炎症や感染性刺激
がなくなると、すぐに減少するという特徴を示す。
　本研究では、穿孔性腱鞘損傷馬の治療経過中の
血清中SAA濃度を測定し、治療の反応性を判断す
る指標としてのSAAの有用性を評価した。

【方法】
　2012年5月から2013年1月にオーストリアで外
科的治療が必要な穿孔性腱鞘損傷と診断された馬
19頭の血清中SAA濃度を評価した。
グループⅠ（12頭）：発症後24時間以上を経過した

症例群。外科的介入は１回のみ。
グループⅡ（4頭）：複数回の外科的介入、腱鞘洗浄
が必要になった症例群。
グループⅢ（3頭）：発症後24時間以内の症例群。
　血液検体中の血清SAA濃度の測定は、術前の１
回、および術後は約48時間ごとに感染兆候が消失
するまで行った。

【結果】
　19頭中15頭には一般的な麻酔条件下で関節鏡
／滑液包／腱内視鏡検査または洗浄を腱構造に実
施し、5頭には立位および局所麻酔条件下で創の
再建および洗浄を実施した。
　術後の広域スペクトラムの抗生剤および
NSAIDsの全身投与を要した期間の中央値は10.5
日であった。また、うち4頭は局所潅流を中央値3
日の期間要し、9頭には治療効果の検討のために
腱鞘穿刺および腱鞘内抗生剤投与が実施された。
　グループⅡおよびⅢに関しては症例数が限られ
ているため統計学的処理は実施しなかった。3グ
ループのそれぞれの血清中SAA濃度の中央値は

（表１）のとおりである。
　グループⅠの症例馬は治療経過において血清中
SAA濃度の顕著な減少を認め、12頭中4頭は術前
にSAA値の最高値を示し、残り8頭は術後48時間

に最高値を示すという2とおりの増加および減少
傾向を示した。術後の血清中SAAの減少値の中央
値は48時間から96時間後にかけて70％、96時間
から6日後にかけて99％であった。
　グループⅡは治療経過中血清中SAA値が変動し
やすかった。持続的にSAA値が高値で術後も増加
を示すもの、1回目と2回目の術間に顕著なSAA値
の増加を示すもの、かなりの高値を示していたが
2回目の術前にわずかな減少を示すものなど様々
であった。1回目の術後の血清中SAAの増加値の中
央値は48時間から96時間後にかけて24％、96時
間から6日後にかけての減少値の中央値は60％し
かなかった。
　グループⅢは術後48時間後にピークを向かえ
るという典型的なSAA値の増加および減少傾向を
示した。初期治療から9時間後から48時間後にか
けての血清中SAAの減少値の中央値は60％、術後
96時間から6日後にかけて98％であった。

【考察】
　穿孔性腱鞘損傷発症馬の血清中SAA値は治療に
反応して即座に減少し、成功した治療経過中は基
準値（10 mg/L）以下に回復した。したがって、SAA
値の分析は、穿孔性腱鞘損傷治療の効果を観察す

る有用な手段となると考えられる。
　腱鞘の待機的および緊急手術後の合併症として
持続的なSAAの高値が以前より報告されており、
治療に反応していない指標と考えられてきた。一
方で、追加の手術をするかどうかはSAA値に基づ
いてではなく、臨床兆候および滑液検査に基づい
て検討されてきた。この方法では、追加の介入なし
で馬体が回復する可能性を妨げる事となる。SAA
値は感染成立の48時間後にピーク値をとること
が知られており、その値は組織損傷の重症度およ
び範囲に相当し、合成が止まるとすぐに低下する。
このような特徴をもつSAA値の連続的な測定は、
患者の管理、治療計画および手術適応か否かの判
断基準の助けとなりうる。

【結論】
　本研究により、SAA値の連続的な減少傾向は、治
療に有益な反応と考えられた。連続的なSAA値の
測定は穿孔性腱鞘損傷において、比較的安価、非侵
襲性で迅速な治療効果判定の手段となりうる。し
かし、本研究の症例数は限られており、SAA値が、
穿孔性腱鞘損傷発症馬に対する臨床学的に有用な
モニタリング値であるかを確かめるにはさらなる
検討が必要となる。

穿孔性腱鞘損傷発症馬の術後の血清アミロイドＡ蛋白の
経過に関する臨床学的研究

Course of serum amyloid A (SAA) plasma concentrations in horses undergoing surgery for
injuries penetrating synovial structures, an observational clinical study

Eva Haltmayer, Ilse Schwendenwein, and Theresia F. Licka
BMC Veterinary Research 2017, 13: 137

美浦トレーニング・センター  競走馬診療所　瀬川晶子

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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【背景】
　穿孔性腱鞘損傷は時に感染を伴い、敗血性腱鞘
損傷に至る。敗血性腱鞘炎は致死的な病態を引き
起こし、迅速な診断および適切な治療が必要とな
る。穿孔性腱鞘損傷発症馬の診断および治療効果
の判定は、跛行・帯熱・腫脹といった臨床症状なら
びに腱鞘穿刺および滑液検査に頼っている。しか
しながら滑液検査は頻回の腱鞘穿刺および薬物投
与が実施された状況下では不確定な指標であり、
野外での採取も困難である。また、フィブリン形
成、腱鞘の肥大およびドレーン設置による腱鞘液
の廃液もまた連続的な滑液採取の妨げとなる。血
清アミロイドＡ蛋白（SAA）は、炎症の急性期に認
められる蛋白であり、検出限界以下の値から即座
に顕著な増加を示し、また一端炎症や感染性刺激
がなくなると、すぐに減少するという特徴を示す。
　本研究では、穿孔性腱鞘損傷馬の治療経過中の
血清中SAA濃度を測定し、治療の反応性を判断す
る指標としてのSAAの有用性を評価した。

【方法】
　2012年5月から2013年1月にオーストリアで外
科的治療が必要な穿孔性腱鞘損傷と診断された馬
19頭の血清中SAA濃度を評価した。
グループⅠ（12頭）：発症後24時間以上を経過した

症例群。外科的介入は１回のみ。
グループⅡ（4頭）：複数回の外科的介入、腱鞘洗浄
が必要になった症例群。
グループⅢ（3頭）：発症後24時間以内の症例群。
　血液検体中の血清SAA濃度の測定は、術前の１
回、および術後は約48時間ごとに感染兆候が消失
するまで行った。

【結果】
　19頭中15頭には一般的な麻酔条件下で関節鏡
／滑液包／腱内視鏡検査または洗浄を腱構造に実
施し、5頭には立位および局所麻酔条件下で創の
再建および洗浄を実施した。
　術後の広域スペクトラムの抗生剤および
NSAIDsの全身投与を要した期間の中央値は10.5
日であった。また、うち4頭は局所潅流を中央値3
日の期間要し、9頭には治療効果の検討のために
腱鞘穿刺および腱鞘内抗生剤投与が実施された。
　グループⅡおよびⅢに関しては症例数が限られ
ているため統計学的処理は実施しなかった。3グ
ループのそれぞれの血清中SAA濃度の中央値は

（表１）のとおりである。
　グループⅠの症例馬は治療経過において血清中
SAA濃度の顕著な減少を認め、12頭中4頭は術前
にSAA値の最高値を示し、残り8頭は術後48時間

に最高値を示すという2とおりの増加および減少
傾向を示した。術後の血清中SAAの減少値の中央
値は48時間から96時間後にかけて70％、96時間
から6日後にかけて99％であった。
　グループⅡは治療経過中血清中SAA値が変動し
やすかった。持続的にSAA値が高値で術後も増加
を示すもの、1回目と2回目の術間に顕著なSAA値
の増加を示すもの、かなりの高値を示していたが
2回目の術前にわずかな減少を示すものなど様々
であった。1回目の術後の血清中SAAの増加値の中
央値は48時間から96時間後にかけて24％、96時
間から6日後にかけての減少値の中央値は60％し
かなかった。
　グループⅢは術後48時間後にピークを向かえ
るという典型的なSAA値の増加および減少傾向を
示した。初期治療から9時間後から48時間後にか
けての血清中SAAの減少値の中央値は60％、術後
96時間から6日後にかけて98％であった。

【考察】
　穿孔性腱鞘損傷発症馬の血清中SAA値は治療に
反応して即座に減少し、成功した治療経過中は基
準値（10 mg/L）以下に回復した。したがって、SAA
値の分析は、穿孔性腱鞘損傷治療の効果を観察す

る有用な手段となると考えられる。
　腱鞘の待機的および緊急手術後の合併症として
持続的なSAAの高値が以前より報告されており、
治療に反応していない指標と考えられてきた。一
方で、追加の手術をするかどうかはSAA値に基づ
いてではなく、臨床兆候および滑液検査に基づい
て検討されてきた。この方法では、追加の介入なし
で馬体が回復する可能性を妨げる事となる。SAA
値は感染成立の48時間後にピーク値をとること
が知られており、その値は組織損傷の重症度およ
び範囲に相当し、合成が止まるとすぐに低下する。
このような特徴をもつSAA値の連続的な測定は、
患者の管理、治療計画および手術適応か否かの判
断基準の助けとなりうる。

【結論】
　本研究により、SAA値の連続的な減少傾向は、治
療に有益な反応と考えられた。連続的なSAA値の
測定は穿孔性腱鞘損傷において、比較的安価、非侵
襲性で迅速な治療効果判定の手段となりうる。し
かし、本研究の症例数は限られており、SAA値が、
穿孔性腱鞘損傷発症馬に対する臨床学的に有用な
モニタリング値であるかを確かめるにはさらなる
検討が必要となる。

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。

表1　穿孔性腱鞘損傷の治療馬の血清中SAA濃度の中央値（Ｐ＜0.05）
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【緒論】
　サラブレッドにとって胃潰瘍は一般的な臨床疾
患である。競走馬では扁平上皮性胃潰瘍（ESGD）の
罹患率は66－91%であり、より活発に競走する場
合には80－100%に増加する。一方、腺性胃潰瘍

（EGGD）の罹患率は47－65%であり、リスク因子
についての詳しい報告はない。EGGDの病態につい
ては明らかになっていないが、腺細胞の正常な防
御機構が失われるためであると考えられており、
NSAIDsの過剰投与やHelicobacter spp.の関連が疑
われている。
　本研究では、EGGDに関連するリスク因子とその
臨床徴候を明らかにし、これらを競走馬における
ESGDと比較することを目的とした。

【材料と方法】
　8つの訓練場（イギリス3場、オーストラリア5
場）に在籍する、平地競走用に訓練された計199頭
のサラブレッド競走馬を対象とした。調査時、全て
の馬は競走に向けた積極的なトレーニングを行っ
ていた。
　調査対象馬の調教内容、飼養管理、競走能力、行
動、一般健康状態を把握するため、馬の管理者に対
して詳細なアンケート調査を実施した。具体的な

質問事項は、飼養管理（訓練場の場所、環境、給餌内
容と頻度）および健康状態（食欲、体調、併発疾患、
薬物治療歴）についてである。アンケートは胃内視
鏡所見を知らない管理者によって記入された。
　すべての調査対象馬に対して、検査前6－8時間
の絶食とデトミジンによる鎮静下で胃内視鏡検査
を実施した。検査時期は週間調教計画における
様々な時点で行った。同一の検査者が扁平上皮部
および腺部における胃疾患の存在をグレード4段
階に分類し、評価した。ESGD、EGGDともにグレー
ド2（粘膜の完全性が喪失し、治療適用となる）以
上を臨床的に関連があると見なした。

【結果と考察】
　調査した109頭のうち、雌雄はほぼ同数であり、
3分の2以上の馬が4歳以上であった。ESGDの有病
率は72％、EGGDの有病率は25％であった。本研究
におけるESGDの有病率は過去の報告と同様で
あったが、EGGDの有病率は過去の報告よりも低
かった。
　本研究では、週5日以上の運動がEGGDのリスク
を10.4倍に増加させたが、運動強度や期間による
影響は観察されなかった。ウマの運動頻度と胃の
血液供給量との関連性が存在する可能性があり、

運動を週4～5日以下に制限することによって
EGGDのリスクを減少させることができると考え
られる。また、競走で予想以下のパフォーマンスを
見せた馬では、予想以上のパフォーマンスを見せ
た馬に比べて3.7倍有病率が高かった。これは
EGGDがパフォーマンスに悪影響を与える可能性
を示唆している。さらに、馬の管理者がEGGDのリ
スク因子として同定された。EGGD罹患馬では外因
性ACTHに対するコルチゾール反応が増加すると
の報告があり、ストレスがEGGDの病因となりうる
ことが示唆されている。
　ESGDの有病率は、管理と運動強度、および高穀
物給与の増加に伴い上昇するが、EGGDでは同様の
効果は観察されていない。週6日以下の調教は
ESGDのリスク減少と関連していた。攻撃的な性格
の馬では有病率が低く、常同行動が見られる馬で
は有病率が高かった。これらはEGGDには見られな
かった所見である。
　NSAIDs投与、疝痛、体重減少と胃潰瘍の関連性

は認められなかったが、調査がアンケートに基づ
いていること、集団サイズが小さいことから誤差
が生じている可能性は否定できない。
　ESGDの存在はEGGDのリスク因子として同定さ
れたが、これは以前の報告と矛盾している。この結
果は、本研究の対象集団におけるESGDの高い有病
率を反映しているためであり、ESGDとEGGDは独
立した病態を持つと考えられる。

【結論】
　本研究で得られた知見は、EGGDがESGDとは異
なるリスク因子・臨床徴候を持つ疾患であるとの
考えを裏付けるものであった。週4日以下の運動
制限はEGGDのリスクを減らすことができる。
EGGDは競走馬のプアパフォーマンスを引き起こ
す可能性がある。実証にはさらなる研究が必要だ
が、ストレスがEGGDの病因に関連すると考えられ
る。馬へのストレスを最小化する管理によって
EGGDのリスクを減らすことができる。

馬における腺性および扁平上皮性胃潰瘍の
リスク因子と臨床徴候について

Management factors and clinical implications of glandular and 
squamous gastric disease in horses

Benjamin W. Sykes, Mark Bowen, Jocelyn L. Habershon-Butcher, 
Martin Green, Gayle D. Hallowell 
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はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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【緒論】
　サラブレッドにとって胃潰瘍は一般的な臨床疾
患である。競走馬では扁平上皮性胃潰瘍（ESGD）の
罹患率は66－91%であり、より活発に競走する場
合には80－100%に増加する。一方、腺性胃潰瘍

（EGGD）の罹患率は47－65%であり、リスク因子
についての詳しい報告はない。EGGDの病態につい
ては明らかになっていないが、腺細胞の正常な防
御機構が失われるためであると考えられており、
NSAIDsの過剰投与やHelicobacter spp.の関連が疑
われている。
　本研究では、EGGDに関連するリスク因子とその
臨床徴候を明らかにし、これらを競走馬における
ESGDと比較することを目的とした。

【材料と方法】
　8つの訓練場（イギリス3場、オーストラリア5
場）に在籍する、平地競走用に訓練された計199頭
のサラブレッド競走馬を対象とした。調査時、全て
の馬は競走に向けた積極的なトレーニングを行っ
ていた。
　調査対象馬の調教内容、飼養管理、競走能力、行
動、一般健康状態を把握するため、馬の管理者に対
して詳細なアンケート調査を実施した。具体的な

質問事項は、飼養管理（訓練場の場所、環境、給餌内
容と頻度）および健康状態（食欲、体調、併発疾患、
薬物治療歴）についてである。アンケートは胃内視
鏡所見を知らない管理者によって記入された。
　すべての調査対象馬に対して、検査前6－8時間
の絶食とデトミジンによる鎮静下で胃内視鏡検査
を実施した。検査時期は週間調教計画における
様々な時点で行った。同一の検査者が扁平上皮部
および腺部における胃疾患の存在をグレード4段
階に分類し、評価した。ESGD、EGGDともにグレー
ド2（粘膜の完全性が喪失し、治療適用となる）以
上を臨床的に関連があると見なした。

【結果と考察】
　調査した109頭のうち、雌雄はほぼ同数であり、
3分の2以上の馬が4歳以上であった。ESGDの有病
率は72％、EGGDの有病率は25％であった。本研究
におけるESGDの有病率は過去の報告と同様で
あったが、EGGDの有病率は過去の報告よりも低
かった。
　本研究では、週5日以上の運動がEGGDのリスク
を10.4倍に増加させたが、運動強度や期間による
影響は観察されなかった。ウマの運動頻度と胃の
血液供給量との関連性が存在する可能性があり、

運動を週4～5日以下に制限することによって
EGGDのリスクを減少させることができると考え
られる。また、競走で予想以下のパフォーマンスを
見せた馬では、予想以上のパフォーマンスを見せ
た馬に比べて3.7倍有病率が高かった。これは
EGGDがパフォーマンスに悪影響を与える可能性
を示唆している。さらに、馬の管理者がEGGDのリ
スク因子として同定された。EGGD罹患馬では外因
性ACTHに対するコルチゾール反応が増加すると
の報告があり、ストレスがEGGDの病因となりうる
ことが示唆されている。
　ESGDの有病率は、管理と運動強度、および高穀
物給与の増加に伴い上昇するが、EGGDでは同様の
効果は観察されていない。週6日以下の調教は
ESGDのリスク減少と関連していた。攻撃的な性格
の馬では有病率が低く、常同行動が見られる馬で
は有病率が高かった。これらはEGGDには見られな
かった所見である。
　NSAIDs投与、疝痛、体重減少と胃潰瘍の関連性

は認められなかったが、調査がアンケートに基づ
いていること、集団サイズが小さいことから誤差
が生じている可能性は否定できない。
　ESGDの存在はEGGDのリスク因子として同定さ
れたが、これは以前の報告と矛盾している。この結
果は、本研究の対象集団におけるESGDの高い有病
率を反映しているためであり、ESGDとEGGDは独
立した病態を持つと考えられる。

【結論】
　本研究で得られた知見は、EGGDがESGDとは異
なるリスク因子・臨床徴候を持つ疾患であるとの
考えを裏付けるものであった。週4日以下の運動
制限はEGGDのリスクを減らすことができる。
EGGDは競走馬のプアパフォーマンスを引き起こ
す可能性がある。実証にはさらなる研究が必要だ
が、ストレスがEGGDの病因に関連すると考えられ
る。馬へのストレスを最小化する管理によって
EGGDのリスクを減らすことができる。 はじめに

　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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文 献 紹 介

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。

調教中の競走サラブレッドにおける速歩での頭部、キ甲部
および骨盤部の動作の非対称性とタイミングの関係性

Head, withers and pelvic movement asymmetry and their relative timing 
in trot in racing Thoroughbreds in training

Pfau T, Noordwijk K, Sepulveda Caviedes MF, Persson_Sjodin E, Forbes B, Rhodin M
Equine Vet J. 2018, 50(1): 117-124

美浦トレーニング・センター  競走馬診療所　藤澤千尋
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はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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【要約】
　ミオスタチンの遺伝子多型は、哺乳類の筋肥大
の表現型に影響を与えることが知られている。さ
ら に 近 年 、サ ラ ブ レ ッ ド の C ア レ ル の
g.66493737C/Tに存在する一塩基多型（SNP）が
短距離のレース適性と関連していることが報告さ
れている。この研究では、育成期のサラブレッドに
おける筋線維比率にミオスタチンSNP（C/C群、
C/T群、T/T群）が与える影響について調べた。5ヶ
月のトレーニング期間の前後で27頭の雄サラブ
レッド（1.5歳）から中殿筋のバイオプシーを行い、
リアルタイムRT-PCR、免疫組織化学分析を実施し
た。
　トレーニング前には筋線維比率や面積に関して
ミオスタチンSNPによる差はなかったが、5ヶ月の
トレーニング後、T/T群のType IIx線維は有意に減
少した。さらにC/C群におけるミオスタチンmRNA
は有意に減少し、Type IIx線維は有意に肥大した。
ミトコンドリア新生や血管新生に関連する遺伝子
発現もトレーニング前には群間差がなかったが、
血管内皮成長因子（VEGFa）, ペルオキシソーム増
殖因子活性化レセプターγ共役因子（PGC-1α）お
よびコハク酸デヒドロゲナーゼ（SDHa）のmRNA
は C / C 群 に 比 べ T / T 群 が 有 意 に 高 か っ た

（+54-82%）。これらの結果から、C/C群における筋
線維の肥大にはミオスタチンmRNAの減少が直接

関連していることやT/T群におけるVEGFa, PGC-1
αおよびSDHaのmRNAの増加にミオスタチンSNP
が間接的に関連していることが示唆された。

トレーニング期間の雄サラブレッドの筋線維特性に
ミオスタチン一塩基多型が与える影響

Effect of Myostatin SNP on muscle fiber properties in male Thoroughbred horses during training period

Miyata H, Itoh R, Sato F, Takebe N, Hada T, Tozaki T.
J. Physiol. Sci. 2018, 68: 639-646

競走馬総合研究所  運動科学研究室　向井和隆

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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　運動による酸化/抗酸化能への影響の調査にお
いて、近年そのマーカーとして血漿中のミエロペ
ルオキシダーゼ（MPO）が注目されている。運動に
よって好中球の脱顆粒が起こり、それに伴い血漿
中ミエロペルオキシダーゼ濃度は増加するが、そ
れらがトレーニング内容や採材のタイミングに
よってどの程度影響を受けるかは明らかになって
いない。そこで著者らは高負荷トレーニング前後
に経時的に血漿中MPO濃度を測定し、血漿中MPO
濃度と生理学的数値およびパフォーマンスとの関
連性を調査した。
　実験には2-4歳の現役競走馬のサラブレッド26
頭を用いた。すべての馬は同一の厩舎で管理され
ており、最大下運動を始めた時期から起算して最
初の3ヶ月を初期（P1）、次の3ヶ月を中期（P2）、最後
の3ヶ月を後期（P3）と分類して、計９ヶ月のトレー
ニング実験を行った。各期の最後にトレッドミル
による漸増負荷試験を行い、心拍数、スピード、距
離を記録し、走行前（T０）、最高速度時（TVmax）、5分後

（T5min）、4時間後（T4h）の血漿中乳酸濃度、血清クレ
アチニンキナーゼ濃度、血漿中MPO濃度、血中乳
酸濃度、白血球数（WBC）、好中球数（Neut）、リンパ
球数および好中球の割合（%Neut）を静脈血から測
定した。
　P3ではP1,P2と比べて強調教もしくはレースの頻

度が有意に多かった。P1からP3まですべての時期
において、TVmax、T5min、T4hのWBCの値はT0より高
かった。また、すべての時期において、TVmax、T5min で
リンパ球の増加を認めた。Neutおよび%NeutはT4h

においてT0より高い値を認め、TVmax、T5min、T4hの数
値はP１と比較してP3で増加した。血漿MPO濃度は
TVmax、T5min、T4hのすべてでT0より増加し、P3ではP1と
比較して高い値を認めた。MPOとNeutには相関を
認めたが、運動強度やその他の生理学的パラメー
ターとの相関性は認められなかった。また、実験に
用いた馬を成績上位群と下位群に分けて比較を
行ったが、生理学的なパラメーターに差は認めら
れなかった。
　従来の報告どおり、運動に応答してリンパ球数
が急速に上昇し、その後リンパ球数は安静値まで
低下し、好中球の増加を認めた。P1,P2と比較して
P3では高負荷運動の頻度は増したが、運動中
および後の血漿中MPO濃度を比較したとこ
ろ、運動強度との相関は認められなかった。P3

におけるT0（664.4±125.6ng/mL）およびT4h

（847.5±110.3ng/mL）は急性腹症で採材された
際の数値（733-1207ng/mL）に近似しており、高強
度運動を繰り返すことによって全身性炎症が惹起
されていることを示唆している。著者らは、トレー
ニング期間の点において、運動に付随する炎症反

応への影響を指摘している。高強度のエクササイ
ズ頻度がP1からP3にかけて増えていたことから、
運動間における炎症の回復が間に合わず、血漿中
MPO濃度をはじめとした血液値の一部の値が高
値となったのではないかと述べている。
　血中乳酸濃度はフィールドで行える運動負荷の

指標として様々な場面で用いられているが、運動
後の濃度減少速度が速く、調教後速やかな採材が
必要となる。本研究で用いられている血漿中MPO
濃度は4時間後でも高濃度が保たれていることか
ら、長時間経過していてもモニタリングできる指
標として興味深く感じた。サラブレッドの激しい運動前後に測定された血漿中

ミエロペルオキシダーゼ濃度に対するトレーニングの影響

Effect of training on plasma myeloperoxidase concentrations measured before
and following intense exercise in Thoroughbred racehorse

R.G.Fonseca, D.A.Kenny, B.A.McGivney, B.A.Murphy, E.W.Hill and L.M.Katz
Comparative Exercise Physiology 2016, 12(1): 17-25
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はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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　運動による酸化/抗酸化能への影響の調査にお
いて、近年そのマーカーとして血漿中のミエロペ
ルオキシダーゼ（MPO）が注目されている。運動に
よって好中球の脱顆粒が起こり、それに伴い血漿
中ミエロペルオキシダーゼ濃度は増加するが、そ
れらがトレーニング内容や採材のタイミングに
よってどの程度影響を受けるかは明らかになって
いない。そこで著者らは高負荷トレーニング前後
に経時的に血漿中MPO濃度を測定し、血漿中MPO
濃度と生理学的数値およびパフォーマンスとの関
連性を調査した。
　実験には2-4歳の現役競走馬のサラブレッド26
頭を用いた。すべての馬は同一の厩舎で管理され
ており、最大下運動を始めた時期から起算して最
初の3ヶ月を初期（P1）、次の3ヶ月を中期（P2）、最後
の3ヶ月を後期（P3）と分類して、計９ヶ月のトレー
ニング実験を行った。各期の最後にトレッドミル
による漸増負荷試験を行い、心拍数、スピード、距
離を記録し、走行前（T０）、最高速度時（TVmax）、5分後

（T5min）、4時間後（T4h）の血漿中乳酸濃度、血清クレ
アチニンキナーゼ濃度、血漿中MPO濃度、血中乳
酸濃度、白血球数（WBC）、好中球数（Neut）、リンパ
球数および好中球の割合（%Neut）を静脈血から測
定した。
　P3ではP1,P2と比べて強調教もしくはレースの頻

度が有意に多かった。P1からP3まですべての時期
において、TVmax、T5min、T4hのWBCの値はT0より高
かった。また、すべての時期において、TVmax、T5min で
リンパ球の増加を認めた。Neutおよび%NeutはT4h

においてT0より高い値を認め、TVmax、T5min、T4hの数
値はP１と比較してP3で増加した。血漿MPO濃度は
TVmax、T5min、T4hのすべてでT0より増加し、P3ではP1と
比較して高い値を認めた。MPOとNeutには相関を
認めたが、運動強度やその他の生理学的パラメー
ターとの相関性は認められなかった。また、実験に
用いた馬を成績上位群と下位群に分けて比較を
行ったが、生理学的なパラメーターに差は認めら
れなかった。
　従来の報告どおり、運動に応答してリンパ球数
が急速に上昇し、その後リンパ球数は安静値まで
低下し、好中球の増加を認めた。P1,P2と比較して
P3では高負荷運動の頻度は増したが、運動中
および後の血漿中MPO濃度を比較したとこ
ろ、運動強度との相関は認められなかった。P3

におけるT0（664.4±125.6ng/mL）およびT4h

（847.5±110.3ng/mL）は急性腹症で採材された
際の数値（733-1207ng/mL）に近似しており、高強
度運動を繰り返すことによって全身性炎症が惹起
されていることを示唆している。著者らは、トレー
ニング期間の点において、運動に付随する炎症反

応への影響を指摘している。高強度のエクササイ
ズ頻度がP1からP3にかけて増えていたことから、
運動間における炎症の回復が間に合わず、血漿中
MPO濃度をはじめとした血液値の一部の値が高
値となったのではないかと述べている。
　血中乳酸濃度はフィールドで行える運動負荷の

指標として様々な場面で用いられているが、運動
後の濃度減少速度が速く、調教後速やかな採材が
必要となる。本研究で用いられている血漿中MPO
濃度は4時間後でも高濃度が保たれていることか
ら、長時間経過していてもモニタリングできる指
標として興味深く感じた。

はじめに
　跛行を伴う馬は、視覚的および運動学的に後肢
跛行で’偽’(代償性)の同側の前肢跛行を、前肢跛行
で’偽’(代償性)の対側の後肢跛行を示す。
　本研究では、頭部―キ甲部の非対称性の出現頻
度を調査し、頭部―骨盤部の非対称性との関係性
を定量化することで、キ甲部の非対称性の評価が
代償的な後肢跛行と前肢跛行を区別することが可
能かどうかを検証する。そのために以下の仮説を
立てた。
仮説１:  頭部―キ甲部の動作が異なる前肢のスタ
ンス期にそれぞれ非対称性を示す(異符号)馬に頭
部と同側の骨盤部に動作の非対称性を表し、一方
で頭部―キ甲部の動作が同側の前肢のスタンス期
に非対称性を示す(同符号)馬は頭部と対側の骨盤
部に動作の非対称性を示す。
仮説2:  頭部―キ甲部に異符号の非対称性を示す
馬と同符号を示す馬の間で、キ甲部と骨盤部の動
きに関係する頭部の動きのタイミングに差があ
る。

材料・方法
　調教中のサラブレッド競走馬163頭を用いた。
各馬は5つの慣性センサーを頭頂部、キ甲部、左右

の腰角および左右の仙腸関節の中央に装着し、コ
ンクリート表面の平地直線を速歩した。
　仮説1に対して、頭部・キ甲部・仙腸関節部のセ
ンサーから、それぞれMinD:スタンス中期に到達
した2つの垂直変位最小値の差異、MaxD:スイング
中期に達した2つの垂直変位最大値の差異、UpD:
スタンス中期からスイング中期の間の2つの上方
動作の振幅の差異を、腰角のセンサーからHHD：
対側のスタンス期の左右の腰角の上方運動の振幅
の差異を測定した。さらに、MinDheadおよび
MinDwithersを基にして馬を以下の４つのサブグ
ループに分類した。正符号はRFスタンス期の高さ
の上昇、負符号はLFスタンス期の高さの上昇を示
す。

・LF: MinDhead(-)MinDwithers(-) 
・RF: MinDhead(+)MinDwithers(+) 
・LH: MinDhead(-)MinDwithers(+) 
・RH: MinDhead(+)MinDwithers(-) 

　また、頭部―キ甲部の非対称性の方向の関係性
が頭部―骨盤部の非対称性を判断するのに有効か
確かめるために、以下の手順を行った。

・MinDhead対4つの骨盤部の非対称性の値に対す
る散布図の作成をした。
・4つの骨盤部の非対称性の値(MinD, MaxD, UpD, 
HHD)の、サブグループの分類によって示された非
対称のタイプと一致した骨盤部の非対称性の値を
示す馬の割合を計算した。
・キ甲部の動きが、本来前肢跛行を伴う馬と後肢跛
行を伴う馬の区別に有用かを調査するために、サ
ブグループLF―LH間、およびサブグループ
RF―RH間の骨盤部の非対称性パターンを独立 t 
検定(P<0.05)を用いて比較した。
　仮説2に対して、頭部―キ甲部および頭部―骨
盤部の相対的タイミングは、先に決定した2つの
局所の垂直変位の最小値および最大値をもとに、
頭部の値からキ甲部および骨盤部の値を減算する
ことにより定量化された。頭部とキ甲部の差異
(HW)、頭部と骨盤部の差異(HP)を同側(Ｉ)および
対側（Ｃ）のスタンス期、さらに最小値(mn)と最大
値 (m x )のタイミングを組み合わせ、8項目
HWCmn、HWCmx、HWImn、HWImx、HPCmn、
HPCmx、HPImn、HPImxが測定された。さらに、サ
ブグループLFおよびRF、サブグループLHおよび
RHは以下のように統合された。

・F:サブグループLFおよびRFの統合
・H:サブグループLHおよびRHの統合

　Mann-Whitney U test(P<0.05)もしくは独立 t 
検定(P<0.05)を用いてグループFおよびグループH
の間で頭部―キ甲部および頭部―骨盤部のタイミ
ングを比較した。

結果
　合計で、163頭中95頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに同符号を認めた。これらの馬のう
ち54頭がグループRF、41頭がグループLFに分類
された。残りの68頭の馬がMinDheadおよび
MinDwithersに異符号を認めた。このうち34頭が
グループRH、34頭が グループLHに分類された。
　グループRFおよびLFの馬の過半数が対側の頭
部―骨盤部の非対称性を認めた。一方で、グループ
RHおよびLHの馬の過半数は同側の頭部―骨盤部

の非対称性を認めた。平均して、69－77%の馬が
上記のパターンを認めた。頭部―キ甲部のタイミ
ングの差異は全項目でキ甲の動作と比較して頭部
の動作が遅延することを意味する正であった。頭
部―骨盤部のタイミングの差異はHPCmxのみが
骨盤部と比較して頭部の動作が概ね先行すること
を示す正であった。
　頭部およびキ甲部間の動作および頭部および骨
盤部間の動作のタイミングの差異は、対側肢のス
タンス後に達する頭部およびキ甲部間の最高位置
のタイミングの差異を定量化するHWC maxおよ
び対側の前肢のスタンス後に達した頭部および骨
盤部間の最高位置の差異を定量化するHPC max以
外は、グループFの馬およびグループHの馬の間で
優位な差異は認めなかった。

考察
　仮説のとおり、非対称な歩様を伴う馬の過半数
において、頭部―キ甲部間の非対称性の関係性は、
頭部―骨盤部の非対称性と関連していることがわ
かった。
　また、頭部―キ甲部が異符号の非対称性を示す
馬は、同符号を示す馬と比較して、頭部の動作のタ
イミングの違いを認めることも分かった。頭部の
最高位置は、キ甲部および骨盤部と比較して、健康
肢のスタンス期後に対側の頭部―キ甲部の非対称
性を示す馬において遅延した。
　本研究で用いられた馬の過半数(163頭中95頭)
が同側の頭部―キ甲部の非対称性を認め、これら
の馬の歩様の非対称性の原因は上肢の内部から起
因するものであると推測する。このうちの過半数
(56-83%)は対側の頭部―骨盤部の動作の非対称
性を示す。
　残りの馬(163頭中68頭)は対側の頭部―キ甲部
に非対称性を示し、これらの馬の歩様の非対称性
が骨盤肢の一つに起因すると予測できる。これら
の馬の過半数(68-88%)は同側の頭部―骨盤部の
動作の非対称性を認める。
　明白な点頭運動を示す臨床症例を詳細に調べる
際には、頭部―キ甲部の非対称性が跛行診断の手
がかりになるかもしれない。そのためには、跛行の
原因が臨床的に診断された馬のさらなる研究が必

要となる。
　また、後肢跛行と同様の非対称性パターンを示
す馬において、特に健康肢のスタンス期後に到達
する頭部の最高位置が、前肢ハ行と同様のパター
ンを示す馬と比較して遅延することがわかった。
ほかに2つのグループ間で有用な区別をする優位
なタイミングの差異は見つからなかった。

結論
　調教中のサラブレッド競走馬は、頭部、キ甲部お
よび骨盤部の動作の方向や高さに非対称性を認め
る。本研究では、１)対側の頭部―キ甲部の非対称
性を伴う馬の過半数で同側の頭部―骨盤部の非対

称性を認めること、そして２)同側の頭部―キ甲部
の非対称性を伴う馬の過半数で対側の頭部―骨盤
部の非対称性を認めることを示した。頭部および
キ甲部間の非対称性の関係性は、頭部および骨盤
部の非対称性のパターンを予測し、上肢の一方も
しくは骨盤肢の一方に起因するハ行の起源と一致
することが認められている。
　頭部およびキ甲部間の非対称性の関係性はキ甲
部および骨盤部の動作と比較して頭部のタイミン
グと関連しているように思われる。頭部のタイミ
ングは、後肢跛行での方向性と一致する非対称性
のパターンを伴う馬と、前肢跛行での方向性と一
致する非対称性のパターンを伴う馬とで異なる。
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学会見聞記

第98回日本獣医麻酔外科学会

　令和元年6月14～16日に大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催された第98回日本獣医麻酔外科
学会に参加したので、その概要を報告する。
 
○滅菌と消毒～手術部位感染症を予防するために～

須永隆文（北海道大学）
　手術部位感染症（Surgical Site Infection: SSI）と
は、手術操作が及ぶ部位に発生する感染症であり、
術後30日以内に発生したものである（インプラン
ト関連のSSIは術後1年以内）。近年の医学の発展に
よりSSIは大幅に予防できるようになったが、依然
として一定の確率での発生が認められる。本会で
も特に侵襲性の高い整形外科手術や開腹手術後の
SSIは依然として発生が認められている。本講演で
はSSIの予防に大きな役割を持つ滅菌と消毒に焦
点を当て、日常の診療・手術に役立てられる内容に
ついて学んだので概要を報告する。
　講演は、一般的に我々が実施している滅菌法（高
圧蒸気滅菌；オートクレーブ、酸化エチレンガス
法；EOG滅菌）について情報を整理する形で行われ
た。オートクレーブ滅菌においては、空気の除去が
なされていること、適正な条件をきちんと設定す
ることが重要であり、必ずしも設定条件≠滅菌物
の滅菌条件ではないということを念頭に置くべき
である。EOGについては、残留毒性について留意す
る必要がある。滅菌を担保する方法として、滅菌バ
リデーションという考えが紹介された。滅菌バリ
デーションとは、滅菌に係わる作業場の構造設備
ならびに手順、工程その他の製造管理および品質
管理の方法によって期待される無菌性保障水準を
達成することを検証し、それを文書化することで
ある。滅菌バリデーションは据付時的確性確認

（installation qualification : IQ）、運転時的確性確認
（operation qualification : OQ）、稼動性能的確性確
認（performance qualification : PQ）からなり、PQ
は物理的PQおよび微生物学的PQからなる。つま

り、物品を滅菌器に入れ、通常の滅菌工程を完了し
たからといって、滅菌が達成されたこととはなら
ないため、滅菌器の運転記録（ロガーなど）の確認
や各種インジケータによる確認が必要ということ
である。インジケータは物理的インジケータ、化学
的インジケータ、生物学的インジケータに分けら
れる。我々が使用しているテープや滅菌袋の色調
の変化は化学的インジケータ：クラス１に分類さ
れる。しかし、クラスⅠの化学的インジケータはあ
くまで滅菌工程を通過したかどうかの確認であっ
て、滅菌が達成されたことを保証するものではな
い。実際に滅菌が達成されたことを確認するため
には滅菌指標菌を用いる方法やBowie-Dickテスト

（クラス２）を実施する必要がある。Bowie-Dickテ
ストは専用のパックが市販されており、臨床現場
でも即使用が可能である。ディスカッションにお
いても、これらのインジケータを積極的に使用す
ることを大学自体が普及啓発していく必要がある
と論じられていた。
　次に、術前の手指消毒について、北海道大学では
ディスポーザブルのブラシとアルコール擦式消毒
薬によるラビング法を実施しているとのことで
あった。本会でもトレーニング・センターでは、ブ
ラシによる手洗い（物理的に有機物などを落とす
目的）とアルコール擦式消毒薬によるラビング法
を導入している。会場からの意見ではラビング法
のみの方が推奨されるとの指摘もあったが、ウマ
臨床においては手指の物理的な汚染などが日常的
に多いことを鑑みると、現在の方法で良いのでは
ないかと個人的には感じた。
　このように滅菌と消毒は日常業務の中で行われ
る基本的な作業ではあるが、SSIのリスクを低減さ
せる上でも、きちんと作業手順を文書化し、所定の
管理およびモニタリングを行うことが重要である
と痛感した。

〇サラブレッドの第3指骨（蹄骨）骨折に対してCT
検査後に螺子固定術を行った1症例

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　サラブレッドの第3指骨（蹄骨）骨折は比較的稀
であるが、骨折の部位と状態により7つのタイプ
に分類されている。蹄尖部中央から第３指関節（蹄
関節）に達する骨折：タイプⅡでは骨折部の癒合不
全から予後が悪くなる症例が多いが、海外ではCT
撮像下での螺子固定術の報告がある。演者らは2
歳サラブレッドのタイプⅡ骨折に対して、術前に
CT検査を行い、術中CアームおよびDRを用いた螺
子固定術実施症例の概要を報告した。症例は、第
124病日にプロポフォールTIVA全身麻酔下にて
CT検査を実施した。翌第125病日に、イソフルラン
吸入麻酔下にて螺子固定術を行った。手術方法は
再構築したCT画像を用いて、蹄壁の螺子挿入位置
にマーカーを設置。マーカーにAiming Deviceを装
着後、4.5mmドリルにて骨折線までドリリング、
3.2mmドリルで骨辺縁までドリリングを行った。そ
の後10.5mmドリルにて蹄壁から蹄骨までドリリン
グし、カウンターシンクを行った。螺子は長さ
60mmの4.5mmコーテックススクリューを使用し、
内固定を行った。術後2ヶ月経過し、間歇的な軽度の
跛行は残るが順調に経過しているとのことだった。
　ウマの蹄骨々折の外科的介入については、CTを
含めた画像診断ができない場合には推奨されてい
ないため、本方法のように術前にCTを撮影するの
は非常に有用であると感じた。美浦トレーニング・
センターにはOアームが導入されているので、今
回のケースのように2度全身麻酔をかけることな
く、一度の倒馬で検査から手術まで実施できる可
能性がある。また、会場からの質問で、「競走復帰は
可能か」という問いに対して、演者は競走復帰を目
指して、今後は手術実施を検討していきたいと述
べていた。今後本会においても検討すべき課題で
あると感じた。

〇プレート固定により治癒した小型犬の撓尺骨骨
折の治療経過に関する検討

室井謙宏ら（日本獣医生命科学大学）
　小動物整形外科領域において、遠位撓尺骨骨折
は若齢の小型犬で好発し、術後合併症の発生が大

型犬に比較して多いことが報告されている。特に
プレートおよび螺子を用いた内固定法において、
プレート直下の皮質骨では骨膜の血行障害そして
生体力学的ストレスの減弱により皮質骨の壊死お
よび菲薄化を起こすことが指摘されている。そこ
で骨密度を測定する方法として、ヒト医療域にお
いてデジタルX線写真のピクセル値(PV値)と骨密
度が相関するとの報告があることから、演者らは
骨折治癒過程においてインプラント誘発性骨粗鬆
症（IIO)の発生についてPV値を指標として検討し
た。結果、全症例において手術直後と比較して術後
2,3,6,12ヶ月でPV値の有意な低下が認められた。
　現役競走馬において、X線写真のピクセル値と
骨密度の関係は不明であるが、骨折症例や健常馬、
螺子固定術実施馬などにおいて検討してみてもよ
いかもしれないと感じた。

麻酔外科・画像診断合同企画
『運動器エコーで何が変わったか？』

皆川洋至（城東整形外科）
本阿彌宗紀（東京大学）

飯塚智也（東京大学）
　近年、超音波画像診断装置の性能および画質の
進歩によって、今まで見ることができなかった軟
部組織（神経や筋膜、腱鞘など）をリアルタイムで
描出することが可能になってきた。それによって、
現在ヒト医療分野ではどのような検査や治療が行
われているのか紹介された。また獣医療分野にお
けるエコー検査の重要性と今後の展望について、
整形外科分野と麻酔の観点から講演がなされた。
　ヒトの整形外科分野ではHydro-Release（ハイド
ロリリース）という治療法が導入されている。末梢
神経の圧迫や牽引性の障害によって、痺れや疼痛
がある部位にエコーガイド下で末梢神経周囲に生
理食塩水を注射することで、疼痛を緩和する効果
があり、即効性もあるため、効果的な治療法として
需要が高まっている。また、演者は頚部神経根症や
手根間症候群の治療にもハイドロリリースを用い
ており、エコーガイド下で生理食塩水による神経
根ブロックを行ったところ、注射直後に症状改善
効果が認められたと報告している。また、ハイドロ
リリースには現在は生理食塩水を用いているが、

ヒアルロン酸の方が組織（特に腱組織など）の癒着
防止に効果的であるため、生理食塩水よりも有効
であるかもしれないと述べていた。また、小動物の
獣医療分野においては、特に整形外科手術の麻酔
において、エコーガイド下で局所麻酔薬を用いた
神経ブロックを行っている。これにより麻酔時の
疼痛管理が容易になるため、積極的に実施してい
るとのことだった。神経ブロックは動物の外貌上
の解剖学的な特徴をランドマークとして行う方法
や、電気刺激を用いて直接神経を刺激することで

行う方法があるが、ランドマーク法は成功率が低
く、神経刺激法では血管の損傷リスクなどが伴う。
しかし、エコーを用いれば確実に投与したい神経
周囲に薬剤を入れることができるため、非常に効
果的であると述べていた。ウマにおいても立位
Tie-back実施時に頚部の神経ブロックをエコーガ
イド下で実施した報告もあるように、色々な場面
でエコーガイドによる注射を応用できる可能性が
あると感じた。

（光田健太）
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　令和元年6月14～16日に大宮ソニックシティ
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学会に参加したので、その概要を報告する。
 
○滅菌と消毒～手術部位感染症を予防するために～

須永隆文（北海道大学）
　手術部位感染症（Surgical Site Infection: SSI）と
は、手術操作が及ぶ部位に発生する感染症であり、
術後30日以内に発生したものである（インプラン
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点を当て、日常の診療・手術に役立てられる内容に
ついて学んだので概要を報告する。
　講演は、一般的に我々が実施している滅菌法（高
圧蒸気滅菌；オートクレーブ、酸化エチレンガス
法；EOG滅菌）について情報を整理する形で行われ
た。オートクレーブ滅菌においては、空気の除去が
なされていること、適正な条件をきちんと設定す
ることが重要であり、必ずしも設定条件≠滅菌物
の滅菌条件ではないということを念頭に置くべき
である。EOGについては、残留毒性について留意す
る必要がある。滅菌を担保する方法として、滅菌バ
リデーションという考えが紹介された。滅菌バリ
デーションとは、滅菌に係わる作業場の構造設備
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り、物品を滅菌器に入れ、通常の滅菌工程を完了し
たからといって、滅菌が達成されたこととはなら
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くまで滅菌工程を通過したかどうかの確認であっ
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でも即使用が可能である。ディスカッションにお
いても、これらのインジケータを積極的に使用す
ることを大学自体が普及啓発していく必要がある
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　次に、術前の手指消毒について、北海道大学では
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薬によるラビング法を実施しているとのことで
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ラシによる手洗い（物理的に有機物などを落とす
目的）とアルコール擦式消毒薬によるラビング法
を導入している。会場からの意見ではラビング法
のみの方が推奨されるとの指摘もあったが、ウマ
臨床においては手指の物理的な汚染などが日常的
に多いことを鑑みると、現在の方法で良いのでは
ないかと個人的には感じた。
　このように滅菌と消毒は日常業務の中で行われ
る基本的な作業ではあるが、SSIのリスクを低減さ
せる上でも、きちんと作業手順を文書化し、所定の
管理およびモニタリングを行うことが重要である
と痛感した。

〇サラブレッドの第3指骨（蹄骨）骨折に対してCT
検査後に螺子固定術を行った1症例

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　サラブレッドの第3指骨（蹄骨）骨折は比較的稀
であるが、骨折の部位と状態により7つのタイプ
に分類されている。蹄尖部中央から第３指関節（蹄
関節）に達する骨折：タイプⅡでは骨折部の癒合不
全から予後が悪くなる症例が多いが、海外ではCT
撮像下での螺子固定術の報告がある。演者らは2
歳サラブレッドのタイプⅡ骨折に対して、術前に
CT検査を行い、術中CアームおよびDRを用いた螺
子固定術実施症例の概要を報告した。症例は、第
124病日にプロポフォールTIVA全身麻酔下にて
CT検査を実施した。翌第125病日に、イソフルラン
吸入麻酔下にて螺子固定術を行った。手術方法は
再構築したCT画像を用いて、蹄壁の螺子挿入位置
にマーカーを設置。マーカーにAiming Deviceを装
着後、4.5mmドリルにて骨折線までドリリング、
3.2mmドリルで骨辺縁までドリリングを行った。そ
の後10.5mmドリルにて蹄壁から蹄骨までドリリン
グし、カウンターシンクを行った。螺子は長さ
60mmの4.5mmコーテックススクリューを使用し、
内固定を行った。術後2ヶ月経過し、間歇的な軽度の
跛行は残るが順調に経過しているとのことだった。
　ウマの蹄骨々折の外科的介入については、CTを
含めた画像診断ができない場合には推奨されてい
ないため、本方法のように術前にCTを撮影するの
は非常に有用であると感じた。美浦トレーニング・
センターにはOアームが導入されているので、今
回のケースのように2度全身麻酔をかけることな
く、一度の倒馬で検査から手術まで実施できる可
能性がある。また、会場からの質問で、「競走復帰は
可能か」という問いに対して、演者は競走復帰を目
指して、今後は手術実施を検討していきたいと述
べていた。今後本会においても検討すべき課題で
あると感じた。

〇プレート固定により治癒した小型犬の撓尺骨骨
折の治療経過に関する検討

室井謙宏ら（日本獣医生命科学大学）
　小動物整形外科領域において、遠位撓尺骨骨折
は若齢の小型犬で好発し、術後合併症の発生が大

型犬に比較して多いことが報告されている。特に
プレートおよび螺子を用いた内固定法において、
プレート直下の皮質骨では骨膜の血行障害そして
生体力学的ストレスの減弱により皮質骨の壊死お
よび菲薄化を起こすことが指摘されている。そこ
で骨密度を測定する方法として、ヒト医療域にお
いてデジタルX線写真のピクセル値(PV値)と骨密
度が相関するとの報告があることから、演者らは
骨折治癒過程においてインプラント誘発性骨粗鬆
症（IIO)の発生についてPV値を指標として検討し
た。結果、全症例において手術直後と比較して術後
2,3,6,12ヶ月でPV値の有意な低下が認められた。
　現役競走馬において、X線写真のピクセル値と
骨密度の関係は不明であるが、骨折症例や健常馬、
螺子固定術実施馬などにおいて検討してみてもよ
いかもしれないと感じた。

麻酔外科・画像診断合同企画
『運動器エコーで何が変わったか？』

皆川洋至（城東整形外科）
本阿彌宗紀（東京大学）

飯塚智也（東京大学）
　近年、超音波画像診断装置の性能および画質の
進歩によって、今まで見ることができなかった軟
部組織（神経や筋膜、腱鞘など）をリアルタイムで
描出することが可能になってきた。それによって、
現在ヒト医療分野ではどのような検査や治療が行
われているのか紹介された。また獣医療分野にお
けるエコー検査の重要性と今後の展望について、
整形外科分野と麻酔の観点から講演がなされた。
　ヒトの整形外科分野ではHydro-Release（ハイド
ロリリース）という治療法が導入されている。末梢
神経の圧迫や牽引性の障害によって、痺れや疼痛
がある部位にエコーガイド下で末梢神経周囲に生
理食塩水を注射することで、疼痛を緩和する効果
があり、即効性もあるため、効果的な治療法として
需要が高まっている。また、演者は頚部神経根症や
手根間症候群の治療にもハイドロリリースを用い
ており、エコーガイド下で生理食塩水による神経
根ブロックを行ったところ、注射直後に症状改善
効果が認められたと報告している。また、ハイドロ
リリースには現在は生理食塩水を用いているが、

ヒアルロン酸の方が組織（特に腱組織など）の癒着
防止に効果的であるため、生理食塩水よりも有効
であるかもしれないと述べていた。また、小動物の
獣医療分野においては、特に整形外科手術の麻酔
において、エコーガイド下で局所麻酔薬を用いた
神経ブロックを行っている。これにより麻酔時の
疼痛管理が容易になるため、積極的に実施してい
るとのことだった。神経ブロックは動物の外貌上
の解剖学的な特徴をランドマークとして行う方法
や、電気刺激を用いて直接神経を刺激することで

行う方法があるが、ランドマーク法は成功率が低
く、神経刺激法では血管の損傷リスクなどが伴う。
しかし、エコーを用いれば確実に投与したい神経
周囲に薬剤を入れることができるため、非常に効
果的であると述べていた。ウマにおいても立位
Tie-back実施時に頚部の神経ブロックをエコーガ
イド下で実施した報告もあるように、色々な場面
でエコーガイドによる注射を応用できる可能性が
あると感じた。

（光田健太）
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　令和元年6月14～16日に大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催された第98回日本獣医麻酔外科
学会に参加したので、その概要を報告する。
 
○滅菌と消毒～手術部位感染症を予防するために～

須永隆文（北海道大学）
　手術部位感染症（Surgical Site Infection: SSI）と
は、手術操作が及ぶ部位に発生する感染症であり、
術後30日以内に発生したものである（インプラン
ト関連のSSIは術後1年以内）。近年の医学の発展に
よりSSIは大幅に予防できるようになったが、依然
として一定の確率での発生が認められる。本会で
も特に侵襲性の高い整形外科手術や開腹手術後の
SSIは依然として発生が認められている。本講演で
はSSIの予防に大きな役割を持つ滅菌と消毒に焦
点を当て、日常の診療・手術に役立てられる内容に
ついて学んだので概要を報告する。
　講演は、一般的に我々が実施している滅菌法（高
圧蒸気滅菌；オートクレーブ、酸化エチレンガス
法；EOG滅菌）について情報を整理する形で行われ
た。オートクレーブ滅菌においては、空気の除去が
なされていること、適正な条件をきちんと設定す
ることが重要であり、必ずしも設定条件≠滅菌物
の滅菌条件ではないということを念頭に置くべき
である。EOGについては、残留毒性について留意す
る必要がある。滅菌を担保する方法として、滅菌バ
リデーションという考えが紹介された。滅菌バリ
デーションとは、滅菌に係わる作業場の構造設備
ならびに手順、工程その他の製造管理および品質
管理の方法によって期待される無菌性保障水準を
達成することを検証し、それを文書化することで
ある。滅菌バリデーションは据付時的確性確認

（installation qualification : IQ）、運転時的確性確認
（operation qualification : OQ）、稼動性能的確性確
認（performance qualification : PQ）からなり、PQ
は物理的PQおよび微生物学的PQからなる。つま

り、物品を滅菌器に入れ、通常の滅菌工程を完了し
たからといって、滅菌が達成されたこととはなら
ないため、滅菌器の運転記録（ロガーなど）の確認
や各種インジケータによる確認が必要ということ
である。インジケータは物理的インジケータ、化学
的インジケータ、生物学的インジケータに分けら
れる。我々が使用しているテープや滅菌袋の色調
の変化は化学的インジケータ：クラス１に分類さ
れる。しかし、クラスⅠの化学的インジケータはあ
くまで滅菌工程を通過したかどうかの確認であっ
て、滅菌が達成されたことを保証するものではな
い。実際に滅菌が達成されたことを確認するため
には滅菌指標菌を用いる方法やBowie-Dickテスト

（クラス２）を実施する必要がある。Bowie-Dickテ
ストは専用のパックが市販されており、臨床現場
でも即使用が可能である。ディスカッションにお
いても、これらのインジケータを積極的に使用す
ることを大学自体が普及啓発していく必要がある
と論じられていた。
　次に、術前の手指消毒について、北海道大学では
ディスポーザブルのブラシとアルコール擦式消毒
薬によるラビング法を実施しているとのことで
あった。本会でもトレーニング・センターでは、ブ
ラシによる手洗い（物理的に有機物などを落とす
目的）とアルコール擦式消毒薬によるラビング法
を導入している。会場からの意見ではラビング法
のみの方が推奨されるとの指摘もあったが、ウマ
臨床においては手指の物理的な汚染などが日常的
に多いことを鑑みると、現在の方法で良いのでは
ないかと個人的には感じた。
　このように滅菌と消毒は日常業務の中で行われ
る基本的な作業ではあるが、SSIのリスクを低減さ
せる上でも、きちんと作業手順を文書化し、所定の
管理およびモニタリングを行うことが重要である
と痛感した。

第6回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会

　平成31年3月28日（木）～29日（金）にルミエー
ル府中（東京都府中市）で開催された第6回日本獣
医病理学専門家協会（JCVP）学術集会に参加した
ので、その概要を報告する。
　本学術集会は、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59回獣医病理学研修会、チュートリア
ルセミナー「What’s new in the 5th edition of 
Tumor in Domestic Animals?」、スライドセミナー

「RETがん遺伝子シグナルと形態形成」、卒後教育
セミナー「化学物質の発がん性評価における最近
の評価事例―非遺伝毒性肝発がん物質のヒト危険
度予測について―」・「免疫染色系の立ち上げと留
意事項」、およびポスターによる一般発表（38演
題）が実施された。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59回獣医病理研修会 JRA競走馬総合研究所提
出標本
馬の空腸
標　　本：遠位空腸、10%中性緩衝ホルマリン固
定、HE染色
動　　物：馬、サラブレッド種、雄、240日齢
臨床事項：発熱と疝痛を主訴とし獣医師の診療を
受けたが、同症に対する一般的な治療法では良化
しなかった。血液検査において血清総蛋白の軽度
な低下（4.6g/dL）と、腹部超音波検査において小腸

壁の肥厚が確認されたため、ローソニア感染症を
疑い治療が行われたものの症状は改善せず、原因
究明のため安楽殺された。
肉眼所見：空腸および回腸壁は軽度肥厚。管腔内容
物は赤色水様を呈し、粘膜面は赤色調を帯びてい
た。また、前腸間膜リンパ節は腫大していた。
微生物学的検査所見（剖検時採取材料を使用）：
・腸内容におけるサルモネラ属菌の分離：陰性
・腸内容におけるClostridioides difficile抗原および
毒素の検出：陰性（イムノクロマト法）
・回腸粘膜におけるLawsonia intracellularis遺伝子
の検出：陽性（PCR法）

提出標本（空腸）

組織所見概要：

弱拡大像（左：提出標本、右：正常例）
・腸絨毛の短縮・融合
・陰窩上皮細胞の増生（陰窩伸長、腺房様）
・最表層の上皮細胞の変性・脱落
・粘膜固有層および粘膜下組織におけるうっ血
・杯細胞の減数

強拡大像
・陰窩上皮細胞の重層化
・陰窩膿瘍（軽度）
・粘膜固有層におけるマクロファージ、多核巨細
胞、リンパ球、ならびに形質細胞の浸潤

Warthin-Starry 染色像
・増生上皮細胞の細胞質頂側における好銀性桿菌
の感染

抗L. intracellularis抗体免疫染色
・増生上皮細胞および粘膜固有層に浸潤したマク
ロファージ・多核巨細胞の細胞質における陽性像
 
　上記所見に基づき本症例を「腸炎、増殖性、組織
球性、び漫性、重度、上皮細胞内に好銀性桿菌を伴
う」と診断し、参加者から意見・助言を仰いだとこ
ろ、粘膜固有層へのマクロファージ・多核巨細胞の
浸潤は特徴的であるが、全体でみると炎症性細胞
は多様であるため「組織球性」と一括りにするのは
適切でないとの意見を頂いた。一方でマクロ
ファージ・多核巨細胞の浸潤について本症例の特
徴として残しておいたほうがよいとの意見もあっ
たことから、最終的に病理組織学的診断名を「腸
炎、増殖性、び漫性、重度、上皮細胞内への好銀製桿
菌感染ならびにマクロファージ・多核巨細胞の浸
潤を伴う」と修正し、参加者の理解を得た。
　また、マクロファージの浸潤が広範に観察され
たことから、Rhodococcus equi感染の有無につい
て質問を受けた。R. equi感染に特徴的な化膿病巣
を形成していなかったこと、またグラム染色にお
いてマクロファージ・多核巨細胞の細胞質内に菌
体が認められなかったことから、本症例の病変形
成にR. equiが関与した可能性は低いと推測された
が、菌分離や特異抗体による免疫染色などを試み
ていないため明確な回答は避けた。今後同様の症
例に遭遇した場合、R. equi感染も念頭に置き、組織
検査を進める必要があると考えられた。
　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。

〇サラブレッドの第3指骨（蹄骨）骨折に対してCT
検査後に螺子固定術を行った1症例

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　サラブレッドの第3指骨（蹄骨）骨折は比較的稀
であるが、骨折の部位と状態により7つのタイプ
に分類されている。蹄尖部中央から第３指関節（蹄
関節）に達する骨折：タイプⅡでは骨折部の癒合不
全から予後が悪くなる症例が多いが、海外ではCT
撮像下での螺子固定術の報告がある。演者らは2
歳サラブレッドのタイプⅡ骨折に対して、術前に
CT検査を行い、術中CアームおよびDRを用いた螺
子固定術実施症例の概要を報告した。症例は、第
124病日にプロポフォールTIVA全身麻酔下にて
CT検査を実施した。翌第125病日に、イソフルラン
吸入麻酔下にて螺子固定術を行った。手術方法は
再構築したCT画像を用いて、蹄壁の螺子挿入位置
にマーカーを設置。マーカーにAiming Deviceを装
着後、4.5mmドリルにて骨折線までドリリング、
3.2mmドリルで骨辺縁までドリリングを行った。そ
の後10.5mmドリルにて蹄壁から蹄骨までドリリン
グし、カウンターシンクを行った。螺子は長さ
60mmの4.5mmコーテックススクリューを使用し、
内固定を行った。術後2ヶ月経過し、間歇的な軽度の
跛行は残るが順調に経過しているとのことだった。
　ウマの蹄骨々折の外科的介入については、CTを
含めた画像診断ができない場合には推奨されてい
ないため、本方法のように術前にCTを撮影するの
は非常に有用であると感じた。美浦トレーニング・
センターにはOアームが導入されているので、今
回のケースのように2度全身麻酔をかけることな
く、一度の倒馬で検査から手術まで実施できる可
能性がある。また、会場からの質問で、「競走復帰は
可能か」という問いに対して、演者は競走復帰を目
指して、今後は手術実施を検討していきたいと述
べていた。今後本会においても検討すべき課題で
あると感じた。

〇プレート固定により治癒した小型犬の撓尺骨骨
折の治療経過に関する検討

室井謙宏ら（日本獣医生命科学大学）
　小動物整形外科領域において、遠位撓尺骨骨折
は若齢の小型犬で好発し、術後合併症の発生が大

型犬に比較して多いことが報告されている。特に
プレートおよび螺子を用いた内固定法において、
プレート直下の皮質骨では骨膜の血行障害そして
生体力学的ストレスの減弱により皮質骨の壊死お
よび菲薄化を起こすことが指摘されている。そこ
で骨密度を測定する方法として、ヒト医療域にお
いてデジタルX線写真のピクセル値(PV値)と骨密
度が相関するとの報告があることから、演者らは
骨折治癒過程においてインプラント誘発性骨粗鬆
症（IIO)の発生についてPV値を指標として検討し
た。結果、全症例において手術直後と比較して術後
2,3,6,12ヶ月でPV値の有意な低下が認められた。
　現役競走馬において、X線写真のピクセル値と
骨密度の関係は不明であるが、骨折症例や健常馬、
螺子固定術実施馬などにおいて検討してみてもよ
いかもしれないと感じた。

麻酔外科・画像診断合同企画
『運動器エコーで何が変わったか？』

皆川洋至（城東整形外科）
本阿彌宗紀（東京大学）

飯塚智也（東京大学）
　近年、超音波画像診断装置の性能および画質の
進歩によって、今まで見ることができなかった軟
部組織（神経や筋膜、腱鞘など）をリアルタイムで
描出することが可能になってきた。それによって、
現在ヒト医療分野ではどのような検査や治療が行
われているのか紹介された。また獣医療分野にお
けるエコー検査の重要性と今後の展望について、
整形外科分野と麻酔の観点から講演がなされた。
　ヒトの整形外科分野ではHydro-Release（ハイド
ロリリース）という治療法が導入されている。末梢
神経の圧迫や牽引性の障害によって、痺れや疼痛
がある部位にエコーガイド下で末梢神経周囲に生
理食塩水を注射することで、疼痛を緩和する効果
があり、即効性もあるため、効果的な治療法として
需要が高まっている。また、演者は頚部神経根症や
手根間症候群の治療にもハイドロリリースを用い
ており、エコーガイド下で生理食塩水による神経
根ブロックを行ったところ、注射直後に症状改善
効果が認められたと報告している。また、ハイドロ
リリースには現在は生理食塩水を用いているが、

ヒアルロン酸の方が組織（特に腱組織など）の癒着
防止に効果的であるため、生理食塩水よりも有効
であるかもしれないと述べていた。また、小動物の
獣医療分野においては、特に整形外科手術の麻酔
において、エコーガイド下で局所麻酔薬を用いた
神経ブロックを行っている。これにより麻酔時の
疼痛管理が容易になるため、積極的に実施してい
るとのことだった。神経ブロックは動物の外貌上
の解剖学的な特徴をランドマークとして行う方法
や、電気刺激を用いて直接神経を刺激することで

行う方法があるが、ランドマーク法は成功率が低
く、神経刺激法では血管の損傷リスクなどが伴う。
しかし、エコーを用いれば確実に投与したい神経
周囲に薬剤を入れることができるため、非常に効
果的であると述べていた。ウマにおいても立位
Tie-back実施時に頚部の神経ブロックをエコーガ
イド下で実施した報告もあるように、色々な場面
でエコーガイドによる注射を応用できる可能性が
あると感じた。

（光田健太）
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　平成31年3月28日（木）～29日（金）にルミエー
ル府中（東京都府中市）で開催された第6回日本獣
医病理学専門家協会（JCVP）学術集会に参加した
ので、その概要を報告する。
　本学術集会は、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59回獣医病理学研修会、チュートリア
ルセミナー「What’s new in the 5th edition of 
Tumor in Domestic Animals?」、スライドセミナー

「RETがん遺伝子シグナルと形態形成」、卒後教育
セミナー「化学物質の発がん性評価における最近
の評価事例―非遺伝毒性肝発がん物質のヒト危険
度予測について―」・「免疫染色系の立ち上げと留
意事項」、およびポスターによる一般発表（38演
題）が実施された。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59回獣医病理研修会 JRA競走馬総合研究所提
出標本
馬の空腸
標　　本：遠位空腸、10%中性緩衝ホルマリン固
定、HE染色
動　　物：馬、サラブレッド種、雄、240日齢
臨床事項：発熱と疝痛を主訴とし獣医師の診療を
受けたが、同症に対する一般的な治療法では良化
しなかった。血液検査において血清総蛋白の軽度
な低下（4.6g/dL）と、腹部超音波検査において小腸

壁の肥厚が確認されたため、ローソニア感染症を
疑い治療が行われたものの症状は改善せず、原因
究明のため安楽殺された。
肉眼所見：空腸および回腸壁は軽度肥厚。管腔内容
物は赤色水様を呈し、粘膜面は赤色調を帯びてい
た。また、前腸間膜リンパ節は腫大していた。
微生物学的検査所見（剖検時採取材料を使用）：
・腸内容におけるサルモネラ属菌の分離：陰性
・腸内容におけるClostridioides difficile抗原および
毒素の検出：陰性（イムノクロマト法）
・回腸粘膜におけるLawsonia intracellularis遺伝子
の検出：陽性（PCR法）

提出標本（空腸）

組織所見概要：

弱拡大像（左：提出標本、右：正常例）
・腸絨毛の短縮・融合
・陰窩上皮細胞の増生（陰窩伸長、腺房様）
・最表層の上皮細胞の変性・脱落
・粘膜固有層および粘膜下組織におけるうっ血
・杯細胞の減数

強拡大像
・陰窩上皮細胞の重層化
・陰窩膿瘍（軽度）
・粘膜固有層におけるマクロファージ、多核巨細
胞、リンパ球、ならびに形質細胞の浸潤

Warthin-Starry 染色像
・増生上皮細胞の細胞質頂側における好銀性桿菌
の感染

抗L. intracellularis抗体免疫染色
・増生上皮細胞および粘膜固有層に浸潤したマク
ロファージ・多核巨細胞の細胞質における陽性像
 
　上記所見に基づき本症例を「腸炎、増殖性、組織
球性、び漫性、重度、上皮細胞内に好銀性桿菌を伴
う」と診断し、参加者から意見・助言を仰いだとこ
ろ、粘膜固有層へのマクロファージ・多核巨細胞の
浸潤は特徴的であるが、全体でみると炎症性細胞
は多様であるため「組織球性」と一括りにするのは
適切でないとの意見を頂いた。一方でマクロ
ファージ・多核巨細胞の浸潤について本症例の特
徴として残しておいたほうがよいとの意見もあっ
たことから、最終的に病理組織学的診断名を「腸
炎、増殖性、び漫性、重度、上皮細胞内への好銀製桿
菌感染ならびにマクロファージ・多核巨細胞の浸
潤を伴う」と修正し、参加者の理解を得た。
　また、マクロファージの浸潤が広範に観察され
たことから、Rhodococcus equi感染の有無につい
て質問を受けた。R. equi感染に特徴的な化膿病巣
を形成していなかったこと、またグラム染色にお
いてマクロファージ・多核巨細胞の細胞質内に菌
体が認められなかったことから、本症例の病変形
成にR. equiが関与した可能性は低いと推測された
が、菌分離や特異抗体による免疫染色などを試み
ていないため明確な回答は避けた。今後同様の症
例に遭遇した場合、R. equi感染も念頭に置き、組織
検査を進める必要があると考えられた。
　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。
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第59 回獣医病理学研修会 病理組織学的診断名一覧
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第40回日本炎症・再生医学会

   令和元年7月16日～17日まで、神戸国際会議場
（兵庫県）にて開催された第40回日本炎症・再生医
学会に参加したので、その概要を報告する。
　本学会は「炎症」と「再生」をキーワードに基礎お
よび臨床領域の研究者が一堂に会する学会で、サ
イトカインシグナルと再生医療を関連付ける貴重
な場を提供し続けている。再生医療の根幹となる
細胞治療においては、その組織修復カスケードが
問題となる。特にiPS細胞や間葉系幹細胞がもたら
す消炎鎮痛効果および組織修復効果を明らかにし
て、エビデンスを蓄積することによって治療効果
のさらなる向上が見込まれる。今回は15のシンポ
ジウムと12の教育講演および特別講演4題で構成
されており、例年どおり一般講演は存在しなかっ
た。そこで今回興味深かったテーマについて以下
に紹介する。

シンポジウム
疼痛制御の最前線：発症機序と最新治療

川合眞一（東邦大学）
亀田秀人（東邦大学）
田中　栄（東京大学）
柴田　護（慶応大学）
住谷昌彦（東京大学）

　急性および慢性炎症をいかにして抑えるか、消
炎鎮痛薬の開発はアスピリンの発見以来現在も急
進的にアップデートが続く創薬部門の根幹テーマ
といえる。消炎剤としてのステロイド適用は副作
用が問題となり、多くのNSAIDsの登場により事態

は打開された。これらの消炎剤は非特異的治療薬
であるが、近年では炎症シグナルカスケードに発
現するタンパク質にピンポイントで反応する抗体
製剤を代表とした生物学的製剤が開発され、関節
リウマチや強直性脊椎炎のような多くの炎症性疾
患を治癒あるいは寛解に導いている。
　ヒトの変形性関節症（OA）は関節軟骨の変性と
関節変形を特徴とする疾患で、40代以上の女性を
中心に、主に膝に発症する。病態は様々であるが、
滑膜炎、軟骨変性、骨棘形成といったものに代表さ
れ、ウマの腕節構成骨骨折に伴う腕節炎に近い。ヒ
トにおいては、まず減量、筋肉トレーニングを行っ
て荷重負担を軽減させ、薬物により除痛を行い、場
合によっては外科手術により軟骨の温存を図るの
が基本方針となる。関節軟骨への荷重ストレスの
ようなメカニカルストレスは、軟骨周囲のNF-κB
発現を増強し、炎症反応を促進させる。この反応を
抑制させるために多種多様な治療薬が適用されて
いる。2017年に海外において膝OA治療に関する
メタ解析の結果が報告され、あらためてステロイ
ドやNSAIDs、特に経皮的NSAID治療薬（湿布など）
の効用が推奨された。特筆すべきは、これまで消炎
効果について非常に懐疑的に取り扱われてきたヒ
アルロン酸投与が「効果あり」とされたことであ
る。一方最近では多血小板血漿（PRP）療法が注目
され、メタ解析においてもヒアルロン酸以上の鎮
痛消炎効果があると報告されている。ただPRPに
ついてはその作製法や構成成分にばらつきが多
く、関節軟骨に対する作用機序も明らかではない

ため、今後のエビデンス収集が課題となっている。
最新の報告によると、抗NGF抗体製剤による高い
除痛効果が注目されている。ところがこの除痛効
果のために関節に対する荷重が進み、かえって関
節間隙の狭小化が進むといった報告も散見されて
いる。こういったことを踏まえて現在も副作用が

少なく消炎鎮痛効果の高いNSAIDsはOA治療薬の
ゴールドスタンダードであるが、骨髄由来、あるい
は脂肪由来幹細胞治療の登場および普及が状況を
変化させる可能性があり、注目されている。

（福田健太郎）

（上野孝範）
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   令和元年7月16日～17日まで、神戸国際会議場
（兵庫県）にて開催された第40回日本炎症・再生医
学会に参加したので、その概要を報告する。
　本学会は「炎症」と「再生」をキーワードに基礎お
よび臨床領域の研究者が一堂に会する学会で、サ
イトカインシグナルと再生医療を関連付ける貴重
な場を提供し続けている。再生医療の根幹となる
細胞治療においては、その組織修復カスケードが
問題となる。特にiPS細胞や間葉系幹細胞がもたら
す消炎鎮痛効果および組織修復効果を明らかにし
て、エビデンスを蓄積することによって治療効果
のさらなる向上が見込まれる。今回は15のシンポ
ジウムと12の教育講演および特別講演4題で構成
されており、例年どおり一般講演は存在しなかっ
た。そこで今回興味深かったテーマについて以下
に紹介する。

シンポジウム
疼痛制御の最前線：発症機序と最新治療

川合眞一（東邦大学）
亀田秀人（東邦大学）
田中　栄（東京大学）
柴田　護（慶応大学）
住谷昌彦（東京大学）

　急性および慢性炎症をいかにして抑えるか、消
炎鎮痛薬の開発はアスピリンの発見以来現在も急
進的にアップデートが続く創薬部門の根幹テーマ
といえる。消炎剤としてのステロイド適用は副作
用が問題となり、多くのNSAIDsの登場により事態

は打開された。これらの消炎剤は非特異的治療薬
であるが、近年では炎症シグナルカスケードに発
現するタンパク質にピンポイントで反応する抗体
製剤を代表とした生物学的製剤が開発され、関節
リウマチや強直性脊椎炎のような多くの炎症性疾
患を治癒あるいは寛解に導いている。
　ヒトの変形性関節症（OA）は関節軟骨の変性と
関節変形を特徴とする疾患で、40代以上の女性を
中心に、主に膝に発症する。病態は様々であるが、
滑膜炎、軟骨変性、骨棘形成といったものに代表さ
れ、ウマの腕節構成骨骨折に伴う腕節炎に近い。ヒ
トにおいては、まず減量、筋肉トレーニングを行っ
て荷重負担を軽減させ、薬物により除痛を行い、場
合によっては外科手術により軟骨の温存を図るの
が基本方針となる。関節軟骨への荷重ストレスの
ようなメカニカルストレスは、軟骨周囲のNF-κB
発現を増強し、炎症反応を促進させる。この反応を
抑制させるために多種多様な治療薬が適用されて
いる。2017年に海外において膝OA治療に関する
メタ解析の結果が報告され、あらためてステロイ
ドやNSAIDs、特に経皮的NSAID治療薬（湿布など）
の効用が推奨された。特筆すべきは、これまで消炎
効果について非常に懐疑的に取り扱われてきたヒ
アルロン酸投与が「効果あり」とされたことであ
る。一方最近では多血小板血漿（PRP）療法が注目
され、メタ解析においてもヒアルロン酸以上の鎮
痛消炎効果があると報告されている。ただPRPに
ついてはその作製法や構成成分にばらつきが多
く、関節軟骨に対する作用機序も明らかではない

第72回日本酸化ストレス学会学術集会

　令和元年6月27日～28日の2日間にわたり、第
72回日本酸化ストレス学会学術集会が、北海道立
道民活動センター かでる2・7において開催され
た。特別講演2題、シンポジウム2題、ワークショッ
プ2題、学会賞受賞講演1題、学術賞受賞講演2題、
ランチョンセミナー2題、一般講演46題、ポスター
発表68題の発表があった。以下に、印象的な演題
について紹介する。

○ミトコンドリア病の多様性を理解する
三牧正和（帝京大学）

　ミトコンドリアに存在する分子は1500以上に
のぼり、その機能は細胞呼吸によるATP産生のみ
ならず、カルシウムや鉄代謝、アポトーシスの調整
などにも関与し、多岐にわたる。このうち、ミトコ
ンドリアのエネルギー代謝に関連する機能障害が
もたらす疾患を、ミトコンドリア病と呼ぶのが一
般的である。エネルギー代謝の中核は呼吸鎖複合
体が担っているが、その機能発揮には多様な因子
が関与していることがわかっている。すなわち、代
謝経路に直接関わる酵素以外にも、酵素の集合に
関わる因子、ミトコンドリアDNA(mtDNA)の複製、
維持、発現に関与する因子、細胞質からミトコンド
リアへの物質輸送システムに関わる分子、ミトコ
ンドリア自体の形成や形態維持を担う分子など
が、呼吸鎖機能に深く関与していることが明らか
となっている。さらに、呼吸鎖機能の低下は、エネ
ルギー産生障害のみならず活性酸素種の発生によ
る酸化的障害も招き、疾患の原因となることもあ
る。このため、ミトコンドリア病の病態の理解も容
易ではない。

　このように多様な因子の異常がミトコンドリア
病の病態をつくりあげるため、ミトコンドリア病
の正確な病因診断、すなわち遺伝学的診断には困
難を伴うことが多い。また、ミトコンドリアはほぼ
すべての細胞に存在するので、ミトコンドリア病
ではあらゆる臓器障害を来しうる。そのため、臨床
症状は極めて多様であり、疾患概念が捉えにくい
ことも診断を難しくしている。しかしながら、次世
代シークエンサーの登場は網羅的遺伝子解析を可
能とし、かつては原因不明とされてきた患者が診
断されるようになってきた。一方、新規の疾患原因
遺伝子の発見は、ミトコンドリア病の疾患概念に
変化をもたらしている。従来ミトコンドリア脳筋
症と呼ばれてきた、多臓器障害を来す3大病型
(MELAS,CPEO,MERRF)やLeigh脳症のみならず、肝
臓や心臓などの単一の臓器障害が前景に立つ病型
や、新生児・乳児期発症の重症な一群など、多様な
病型を取りうることが明らかとなってきた。臨床
現場においては、患者に必要な臨床検査を計画す
るために疾患概念の広がりを理解すること、適切
な方法で遺伝学的な診断に至るために診断技術の
進歩を把握することが大切となる。
　遺伝学的検査においては、ミトコンドリアの遺
伝子支配を理解する必要がある。ミトコンドリア
の呼吸鎖複合体は、核DNAとmtDNAの二重支配を
受けている。mtDNAは呼吸鎖複合体の構成タンパ
クの一部の生成のみに関与しており、その他のミ
トコンドリア関連因子は全て核DNAにコードされ
ている。そのため、ミトコンドリア病は母系遺伝を
含む全ての遺伝形式をとりうる。この遺伝学的多
様性もまた診断を困難にしているが、一般的に成

人発症の場合はmtDNA変異、小児期発症の場合は
核DNA変異に起因することが多い。迅速な診断の
ためには、発症年齢や病型を考慮し、疾患特異的な
変異タイプを知ることが重要である。Leigh脳症の
ように病因遺伝子が100に迫るような疾患や、原
因遺伝子を絞りきれない非特異的な病型に遭遇し
た場合には、核DNAとmtDNAの網羅的遺伝子解析
が必要となる。遺伝学的検査の適応を判断する際、
あるいは見出された遺伝子異常の病因性を証明す
るためには、呼吸鎖酵素の活性測定やタンパク質
解析、細胞の酸素消費量の測定などの機能解析が
重要となる。ただし、その際にもミトコンドリアの
多様な機能や、酸化ストレスなどが及ぼす障害の
多面性を加味した評価が必要である。骨格筋など
の病理学的検査が診断の端緒になることもあり、
あらゆる特殊検査を駆使した総合的な判断が大切
である。
　近年、病型に応じた治療、病態そのものをター
ゲットにした薬剤の開発や、患者登録など臨床試
験に向けた基盤整備が進んでおり、迅速な病因診
断が求められる時代が到来している。

○血漿セレン含有タンパク質セレノプロテインP
によるレドックス制御と膵β細胞の機能

斎藤芳郎（東北大学）
　必須微量元素“セレン”は、生体内におけるレ
ドックス反応の中心的役割を担う元素であり、そ
の生理作用はセレン含有タンパク質によって担わ
れる。代表的なセレン含有タンパク質として、過酸
化水素などの活性酸素種(ROS)を還元・無毒化する
グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)や、抗酸化タ

ンパク質チオレドキシン(Trx)を還元するTrx還元
酵素があり、現在までに機能未知のものも含めた
25種類のセレン含有タンパク質が知られている。
血漿中に存在する“セレノプロテインP(SeP)”は、分
子内に10個のセレンを含むタンパク質で、ヒト血
漿中の約50％のセレンを占める。SePは主に肝臓
で合成され、血漿中に分泌される。これまでの演者
らの研究から、SePがリン脂質ヒドロペルオキシ
ドPL-OOHを還元するGPx様の酵素活性を持つこ
とや、細胞にセレンを効率よく供給するトランス
ポーターとして機能することが明らかとなってい
る。SePは自身の抗酸化作用、および細胞内セレン
含有タンパク質の維持により、レドックス状態を
保ち、酸化ストレスの抑制に重要な役割を果たし
ている。実際、血中セレン濃度の低下に伴う酸化ス
トレス、動脈硬化・がん（前立腺がんなど）の発症率
増加が報告されている。
　一方、近年、過剰なSePが糖代謝を悪化させ、2型
糖尿病の増悪因子となることが明らかとなった。
高血糖状態は、肝臓におけるSeP mRNAの発現を
誘導し、血中SeP濃度が増加することが明らかと
なった。過剰なSePは、骨格筋や肝臓におけるイン
スリン抵抗性を増加させ、膵β細胞のインスリン
分泌が低下する。高血糖と過剰なSePの相乗作用
により、生体は“負のスパイラル”に陥り、糖尿病の
発症に至ると考えられる。これらの知見から、過剰
なSePは、2型糖尿病の発症・進展における重要な
治療標的となり、現在では治療や予防を目的とし
た取り組みが盛んに行なわれている。

（石田信繁）

ため、今後のエビデンス収集が課題となっている。
最新の報告によると、抗NGF抗体製剤による高い
除痛効果が注目されている。ところがこの除痛効
果のために関節に対する荷重が進み、かえって関
節間隙の狭小化が進むといった報告も散見されて
いる。こういったことを踏まえて現在も副作用が

少なく消炎鎮痛効果の高いNSAIDsはOA治療薬の
ゴールドスタンダードであるが、骨髄由来、あるい
は脂肪由来幹細胞治療の登場および普及が状況を
変化させる可能性があり、注目されている。

（福田健太郎）
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　令和元年6月27日～28日の2日間にわたり、第
72回日本酸化ストレス学会学術集会が、北海道立
道民活動センター かでる2・7において開催され
た。特別講演2題、シンポジウム2題、ワークショッ
プ2題、学会賞受賞講演1題、学術賞受賞講演2題、
ランチョンセミナー2題、一般講演46題、ポスター
発表68題の発表があった。以下に、印象的な演題
について紹介する。

○ミトコンドリア病の多様性を理解する
三牧正和（帝京大学）

　ミトコンドリアに存在する分子は1500以上に
のぼり、その機能は細胞呼吸によるATP産生のみ
ならず、カルシウムや鉄代謝、アポトーシスの調整
などにも関与し、多岐にわたる。このうち、ミトコ
ンドリアのエネルギー代謝に関連する機能障害が
もたらす疾患を、ミトコンドリア病と呼ぶのが一
般的である。エネルギー代謝の中核は呼吸鎖複合
体が担っているが、その機能発揮には多様な因子
が関与していることがわかっている。すなわち、代
謝経路に直接関わる酵素以外にも、酵素の集合に
関わる因子、ミトコンドリアDNA(mtDNA)の複製、
維持、発現に関与する因子、細胞質からミトコンド
リアへの物質輸送システムに関わる分子、ミトコ
ンドリア自体の形成や形態維持を担う分子など
が、呼吸鎖機能に深く関与していることが明らか
となっている。さらに、呼吸鎖機能の低下は、エネ
ルギー産生障害のみならず活性酸素種の発生によ
る酸化的障害も招き、疾患の原因となることもあ
る。このため、ミトコンドリア病の病態の理解も容
易ではない。

　このように多様な因子の異常がミトコンドリア
病の病態をつくりあげるため、ミトコンドリア病
の正確な病因診断、すなわち遺伝学的診断には困
難を伴うことが多い。また、ミトコンドリアはほぼ
すべての細胞に存在するので、ミトコンドリア病
ではあらゆる臓器障害を来しうる。そのため、臨床
症状は極めて多様であり、疾患概念が捉えにくい
ことも診断を難しくしている。しかしながら、次世
代シークエンサーの登場は網羅的遺伝子解析を可
能とし、かつては原因不明とされてきた患者が診
断されるようになってきた。一方、新規の疾患原因
遺伝子の発見は、ミトコンドリア病の疾患概念に
変化をもたらしている。従来ミトコンドリア脳筋
症と呼ばれてきた、多臓器障害を来す3大病型
(MELAS,CPEO,MERRF)やLeigh脳症のみならず、肝
臓や心臓などの単一の臓器障害が前景に立つ病型
や、新生児・乳児期発症の重症な一群など、多様な
病型を取りうることが明らかとなってきた。臨床
現場においては、患者に必要な臨床検査を計画す
るために疾患概念の広がりを理解すること、適切
な方法で遺伝学的な診断に至るために診断技術の
進歩を把握することが大切となる。
　遺伝学的検査においては、ミトコンドリアの遺
伝子支配を理解する必要がある。ミトコンドリア
の呼吸鎖複合体は、核DNAとmtDNAの二重支配を
受けている。mtDNAは呼吸鎖複合体の構成タンパ
クの一部の生成のみに関与しており、その他のミ
トコンドリア関連因子は全て核DNAにコードされ
ている。そのため、ミトコンドリア病は母系遺伝を
含む全ての遺伝形式をとりうる。この遺伝学的多
様性もまた診断を困難にしているが、一般的に成

人発症の場合はmtDNA変異、小児期発症の場合は
核DNA変異に起因することが多い。迅速な診断の
ためには、発症年齢や病型を考慮し、疾患特異的な
変異タイプを知ることが重要である。Leigh脳症の
ように病因遺伝子が100に迫るような疾患や、原
因遺伝子を絞りきれない非特異的な病型に遭遇し
た場合には、核DNAとmtDNAの網羅的遺伝子解析
が必要となる。遺伝学的検査の適応を判断する際、
あるいは見出された遺伝子異常の病因性を証明す
るためには、呼吸鎖酵素の活性測定やタンパク質
解析、細胞の酸素消費量の測定などの機能解析が
重要となる。ただし、その際にもミトコンドリアの
多様な機能や、酸化ストレスなどが及ぼす障害の
多面性を加味した評価が必要である。骨格筋など
の病理学的検査が診断の端緒になることもあり、
あらゆる特殊検査を駆使した総合的な判断が大切
である。
　近年、病型に応じた治療、病態そのものをター
ゲットにした薬剤の開発や、患者登録など臨床試
験に向けた基盤整備が進んでおり、迅速な病因診
断が求められる時代が到来している。

○血漿セレン含有タンパク質セレノプロテインP
によるレドックス制御と膵β細胞の機能

斎藤芳郎（東北大学）
　必須微量元素“セレン”は、生体内におけるレ
ドックス反応の中心的役割を担う元素であり、そ
の生理作用はセレン含有タンパク質によって担わ
れる。代表的なセレン含有タンパク質として、過酸
化水素などの活性酸素種(ROS)を還元・無毒化する
グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)や、抗酸化タ

ンパク質チオレドキシン(Trx)を還元するTrx還元
酵素があり、現在までに機能未知のものも含めた
25種類のセレン含有タンパク質が知られている。
血漿中に存在する“セレノプロテインP(SeP)”は、分
子内に10個のセレンを含むタンパク質で、ヒト血
漿中の約50％のセレンを占める。SePは主に肝臓
で合成され、血漿中に分泌される。これまでの演者
らの研究から、SePがリン脂質ヒドロペルオキシ
ドPL-OOHを還元するGPx様の酵素活性を持つこ
とや、細胞にセレンを効率よく供給するトランス
ポーターとして機能することが明らかとなってい
る。SePは自身の抗酸化作用、および細胞内セレン
含有タンパク質の維持により、レドックス状態を
保ち、酸化ストレスの抑制に重要な役割を果たし
ている。実際、血中セレン濃度の低下に伴う酸化ス
トレス、動脈硬化・がん（前立腺がんなど）の発症率
増加が報告されている。
　一方、近年、過剰なSePが糖代謝を悪化させ、2型
糖尿病の増悪因子となることが明らかとなった。
高血糖状態は、肝臓におけるSeP mRNAの発現を
誘導し、血中SeP濃度が増加することが明らかと
なった。過剰なSePは、骨格筋や肝臓におけるイン
スリン抵抗性を増加させ、膵β細胞のインスリン
分泌が低下する。高血糖と過剰なSePの相乗作用
により、生体は“負のスパイラル”に陥り、糖尿病の
発症に至ると考えられる。これらの知見から、過剰
なSePは、2型糖尿病の発症・進展における重要な
治療標的となり、現在では治療や予防を目的とし
た取り組みが盛んに行なわれている。

（石田信繁）
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第56巻総目次

競走馬の暑熱対策と今後の対応について

気候の異なる条件下で育成されたサラブレッド育成馬の成長、性腺機能および被毛の変化に　及ぼす長日処理の効果

ウマ子宮胎盤組織におけるアクチビン受容体の発現

ウマにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知　－ウマはヒトの感情を読みとる際に
その表情と音声を関連づけるか？－
サラブレッド種1歳馬の被毛変化と性腺機能に及ぼす長日処理の促進効果

サラブレッドの加齢による心拍数と心拍変動の変化
プロポフォール投与方法の異なる麻酔法における酸化ストレスの比較

低磁場立位MRI検査により経過観察した繋靭帯起始部に骨損傷を認めたサラブレッド種競走馬の4症例

現役競走馬における季節的な体重変動について
ウマ子宮内膜における PGF2α自己増幅機構

サラブレッド種競走馬の第1指/趾骨に認められるBMO型信号変化の診断的意義

サラブレッド種競走馬の蹄骨骨折に対する立位MRI検査の有用性

症例報告
一生産牧場におけるウマヘルペスウイルス１型神経病原性株による脊髄脳症および流産の集団発生

競馬業界における遺伝子ドーピング問題への取り組み
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馬の科学の廃刊にあたって

1

2

15

20

151
179

185

190
194

282

294

298

303

308

281

小玉剛資…（1）－

鈴木　毅・水上寛健・南保泰雄・石丸睦樹・宮田健二・秋山健太郎　　　　
頃末憲治・内藤裕司・永岡謙太郎・渡辺　元・田谷一善…（1）－

木村優希・佐々木基樹・渡邉謙一・Pramod DHAKAL・佐藤文夫・田谷一善・南保泰雄…（1）－

中村航介・瀧本彩加・長谷川寿一…（1）－

原田健弘・南保泰雄・石丸睦樹・佐藤文夫・永岡謙太郎・渡辺　元・田谷一善…（2）－
大村　一・James H. Jones…（3）－

上林義範・都築　直・徳重裕貴・草野寛一…（3）－

溝部文彬・野村基惟・加藤智弘・南保泰雄・山田一孝…（3）－
高橋佑治・高橋敏之…（3）－

香西圭輔・徳山翔太・Anna Z Szóstek・登石裕子・角田修男・田谷一善・阪谷美樹・高橋昌志　　　　
南保泰雄・Dariusz J Skarzynski・山本ゆき・木村康二・奥田　潔…（4）－

溝部文彬・野村基惟・上野孝範・山田一孝…（4）－

溝部文彬・野村基惟・金井功太・石川裕博・山田一孝…（4）－

橋倉慎吾・辻村行司・片山芳也・松村富夫…（4）－

戸崎晃明・大沼　葵・菊池美緒・石毛太一郎・栫　祐永・廣田桂一・永田俊一・草野寛一…（4）－

平賀　敦…（4）－

2019年度１号－４号

題名、執筆者名、掲載号、頁の順に掲載し、号数は括弧で示した。

巻　頭　言

研究コーナー

解 説 記 事

情報コーナー



（389）

研修報告
フロリダ大学獣医学部での研修報告

海外報告
4th Havemeyer Foundation Workshop on Equine Herpesvirusesに参加して
第12回ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議
モンゴル在来馬の運動中心拍数について
第22回馬の国際間移動に関する委員会に参加して（および従化競馬場見学）
世界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学での研修

UTC技術講習会および第15回Veterinary Sport Horse Congressに参加して
Rood & Riddle Equine Hospital International Podiatry Conferenceに参加して
Conference on Cooperation and Collaboration on Prevention and Control of Animal Diseasesに参加して

USA Spring Equine Acupuncture Session 2に参加して
Havemeyer Workshop 2019, Acute Equine Colitisに参加して

学会報告
American College of Sports Medicine Conference on Integrative Physiology of Exercise (ACSM IPE) に参加して

第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国際シンポジウム（6th International C. difficile Symposium）に参加して

第5回Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society World Congress
(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会 世界会議)に参加して
第5回国際腱症シンポジウム(International Scientific Tendinopathy Symposium)に参加して
第9回世界獣医抗菌薬学会（AAVM）に参加して
第19回世界獣医検査診断学会 (19th International symposium of the World Association of
Veterinary Laboratory Diagnosticians: ISWAVLD 2019) に参加して
第24回 European College of Sport Science（ECSS）年次総会に参加して
国際ウマ科学会（International Equitation Science Conference 2019）に参加して

衛生情報
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2018年4号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォータリー(2019年1号の紹介)
エクワイン・ディジーズ・クォータリー(2019年2号の紹介)
エクワイン・ディジーズ・クォータリー(2019年3号の紹介)

文献紹介
サラブレッドにおける骨格筋ミトコンドリアのバイオエネルジェティックスと
ミオスタチン遺伝子タイプとの関連
騎手のキネマティクスおよびキネティクス－トレーニング用のシミュレーターと競走馬騎乗時の定量的な比較－

ウマの筋骨格系障害に対する幹細胞の使用について
2014年の流行と同じ場所で発生した2015年の日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の流行
イソフルラン麻酔下のウマにおけるデクスメデトミジンあるいはメデトミジンを用いたバランス麻酔の臨床比較

開腹手術後の術部感染症の危険因子について　－287症例における季節・周術期因子の影響と細菌検査成績－

競走馬における致死的骨折および関連前駆病変の命名法、分類法および記録法
馬の滑膜汚染や滑膜感染の診断に血清アミロイドAとD型乳酸は有用か？
ウマClostridium difficile関連下痢症：事前因子、症状、予後について
競走馬の暑熱対策に関わる2編の学術論文の紹介
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辻村行司…（1）－
戸崎晃明…（2）－
羽田哲朗…（3）－

山中隆史・坂内　天…（3）－

徳重裕貴・荒木成就・上林義範・前　尚見・青木基記…（3）－
田村周久…（4）－
染谷朱音…（4）－

坂内　天…（4）－
西岡孝之・大迫敬史…（4）－

根本　学…（4）－

向井和隆…（1）－

丹羽秀和…（1）－

笠嶋快周・福田健太郎・田村周久…（3）－
笠嶋快周・田村周久…（3）－

黒田泰輔…（3）－

木下優太…（4）－
大村　一・向井和隆…（4）－

高橋佑治…（4）－

近藤高志…（1）－
近藤高志…（2）－
近藤高志…（3）－
近藤高志…（4）－

向井和隆…（1）－

高橋佑治…（1）－
仁比大記…（1）－

大和田さつき…（1）－

杉山　史…（1）－

石塚　駿…（1）－
瀬川晶子…（1）－
三田宇宙…（2）－
黒田泰輔…（2）－

小野圭一・前　尚見・石塚　駿・杉山　史・草野寛一・荒木成就・大和田さつき・瀬川晶子・仁比大記…（3）－
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ウマ滑膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルにおける血清中および
滑液中血清アミロイドA（SAA）濃度の変化について
馬伝染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応試験の2種類の試験方法の比較
馬動脈炎ウイルスに対する抗体を検出する二つのELISA法についての評価
ウマのリハビリテーションで使用される治療技術に関する国際的な調査
2007年から2011年のカリフォルニアにおけるサラブレッド種および
クオーターホース種の騎手の落馬、負傷、死亡に関する疫学調査
客観的に歩様検査するためのワイヤレス慣性センサーシステムについて（EquiMoves）
競走馬の第3中手骨および第3中足骨の微細骨折を発症した45症例について
先天的な顔面神経の機能障害
サラブレッド1歳齢57頭の運動時と静止時における上部気道内視鏡検査の比較
穿孔性腱鞘損傷発症馬の術後の血清アミロイドＡ蛋白の経過に関する臨床学的研究
馬における腺性および扁平上皮性胃潰瘍のリスク因子と臨床徴候について
調教中の競走サラブレッドにおける速歩での頭部、キ甲部および骨盤部の動作の非対称性とタイミングの関係性

トレーニング期間の雄サラブレッドの筋線維特性にミオスタチン一塩基多型が与える影響
サラブレッドの激しい運動前後に測定された血漿中ミエロペルオキシダーゼ濃度に対するトレーニングの影響

学会見聞記
第25回日本バイオメカニクス学会大会
第73回日本体力医学会大会
第217回つくば病理談話会および第111回JPCスライドセミナー
第218回つくば病理談話会および第112回JPCスライドセミナー
第161回日本獣医学会学術集会

第66回日本ウイルス学会学術集会
第29回日本臨床スポーツ医学会学術集会
第10回多血小板血漿（PRP）療法研究会
第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会
第22回日本ワクチン学会学術集会
第33回日本整形外科学会基礎学術集会
第97回日本獣医麻酔外科学会
第32回日本軟骨代謝学会
第15回日本消化管学会総会学術集会
第88回寄生虫学会
第18回日本再生医療学会総会
第71回衛生動物学会
第92回日本細菌学会総会
第30回日本臨床微生物学会総会・学術総会
第67回日本化学療法学会学術集会
第98回日本獣医麻酔外科学会
第6回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会
第40回日本炎症・再生医学会
第72回日本酸化ストレス学会学術集会

催事案内
第32回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ

250
252
254
355

359
360
362
365
368
370
372

374
377

378

73
74
76
77

248
79
87

171
173
174
176
256
260
262
263
265
267
271
272
273
275
380
382
385
386

277

福田健太郎…（3）－
根本　学…（3）－
坂内　天…（3）－
田村周久…（4）－

高橋佑治…（4）－
高橋佑治…（4）－
岸　大貴…（4）－
原田大地…（4）－
仁比大記…（4）－
瀬川晶子…（4）－

大和田さつき…（4）－

藤澤千尋…（4）－
向井和隆…（4）－

胡田悠作…（4）－

高橋佑治…（1）－
大村　一…（1）－
越智章仁…（1）－

越智章仁・片山芳也…（1）－

徳重裕貴・黒田泰輔・三田宇宙・片山芳也・上野孝範・越智章仁・古角　博・根本　学…（1）－
古角　博・坂内　天…（1）－
大村　一・向井和隆…（2）－

福田健太郎…（2）－
田村周久…（2）－
古角　博…（2）－

笠嶋快周・福田健太郎・田村周久・三田宇宙…（3）－
針生和久・徳重裕貴…（3）－

三田宇宙…（3）－
田村周久…（3）－
越智章仁…（3）－

笠嶋快周・福田健太郎・田村周久…（3）－
越智章仁…（3）－
木下優太…（3）－
内田英里…（3）－
黒田泰輔…（3）－
光田健太…（4）－
上野孝範…（4）－

福田健太郎…（4）－
石田信繁…（4）－

（3）－





「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。

（392） 馬の科学　Vol.56（4）2019



「馬の科学」執筆要領
１．原稿の作成

　原稿は、A4 版横書きとし、ワープロソフト（Microsoft Word が望ましい）を用いて、
下記の留意事項に従って作成して下さい。
２．校正

　校正は、原則として執筆者は初校の１回のみとし、再校および三校以上は編集主幹な
らびに印刷所が行うものとします。
３．転載の承認

　本誌は、普及誌（学術誌ではありません）です。原稿作成にあたり、他の文献などか
ら図表を引用する場合には、その転載許可は原則として著者の責任で行って下さい。
４．用語

　専門用語は、原則として日本語で記し、英語訳が必要と思われる場合には、日本語の
後に付記して下さい。付記する英語は、本文の最初に出てくる場所のみとします。動・
植物名および外国の国名は、原則としてカタカナで表記して下さい。学名はイタリック
体で、度量衡の単位と略号は、CGS 単位または国際単位（SI 単位）を用いて下さい。
数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献

　記載方法は、一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）

　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先

〒329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所

「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@equinst.go.jp
電話：0285-44-0090（代表）
ファクシミリ：0285-44-5676

※許可なく記事の転載を禁じます

馬　　の　　科　　学 56巻4号（通刊492号）
令和元年12月15日

笠嶋快周　主幹：　石田信繁
太田　稔、大村　一、岡田　淳、小野圭一
佐藤文夫、高橋敏之、額賀紀雄、村中雅則

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）
下野印刷株式会社
〒320-0061　栃木県宇都宮市宝木町1丁目28番11号
電話　028-622-6953（代）

発　　　行
編集委員会

委員長：
委　員：

発　行　所

印　刷　所




