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 はじめに

　この年報は、平成２５年度に競走馬総合研究所で行われた研究の成果、およびその他の活動状況に

ついてまとめたものです。

　平成２５年度は、予め承認を受けた２３の課題研究に取り組み、そのうちの１０課題について終了しま

した。終了した一般研究６課題の内訳は、サラブレッドの最大酸素摂取量および屈腱炎の発症要因

に関する運動科学の研究２題と、臨床現場で発生する感染症の診断・予防、多検体処理が可能な馬

パラチフスの診断法、馬鼻肺炎による流産発生の病理学的解析および馬鼻肺炎生ワクチンに対する

免疫応答に関する感染症対応の研究４題でした。残りの４題は、外部研究機関に委託した課題であ

り、栄養および繁殖に関する研究各１題および感染症の診断法開発に関する研究２題でした。いず

れの研究成績も、競馬サークルだけでなく馬産業の発展に貢献するものと自負しています。

　また、競走馬総合研究所では、課題研究以外にも競走馬の事故防止や防疫、さらには生産地にお

ける疾病対策など、JRA本部と連携の下で様々な実践的研究を手がけています。平成２５年度は、近

年開発された生体のまま組織の硬度を測定できる超音波診断装置が、屈腱炎の治癒過程のモニタリ

ングに応用可能であること、馬インフルエンザおよび生産地で発生すると大問題となる伝染性子宮

炎の迅速遺伝子診断法の開発、および静脈内投与が可能な抗インフルエンザ薬が馬インフルエンザ

の治療にも有効であることを明らかにするなど、様々な研究成果を得ています。

　一方、研究以外では「獣医学生のための馬感染症・臨床実習」を昨年と同様に実施しました。こ

れは、馬の獣医師を目指す学生を対象に総研がこれまで独自に実施してきた体験学習プログラムを

発展させ、大学が行うインターンシッププログラムとして実施したもので、全国からたくさんの参

加希望者がありました。

　わが国の景気はなかなか上向かず、競走馬総合研究所の運営にも大変厳しいものがありますが、

私たちは置かれた状況の中で創意工夫を凝らし、目の前の問題解決のみならず、将来の馬科学の発

展やまたその希望に繋がるような研究を、これからも続けてゆく所存です。

　平成２６年１１月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競走馬総合研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　松村富夫
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　競走馬総合研究所は、中央競馬を支える研究機関として、また、わが国唯一の馬の研究所として、競走

馬のスポーツ科学、スポーツ障害および伝染病対応に関する分野を重点とした研究を実施している。研究

施設は３ヵ所に分かれており、栃木県宇都宮市にある本所ではスポーツ科学およびスポーツ障害に関する

研究を、栃木県下野市にある栃木支所では伝染病対応に関する研究を、福島県いわき市にある常磐支所で

はスポーツ障害に関連するリハビリテーションの研究を、それぞれ実施している。また、日高育成牧場

（北海道浦河町）の生産育成研究室とは、相互に密接な連携をとりながら研究を進めている。

１．本　所

　本所は、平成２５年１２月末現在、１課３室（総務課、企画調整室、運動科学研究室、臨床医学研究室）で

構成され、職員数（嘱託を含む。）は４９名、うち研究者は１０名（研究室長を含む。）である。

　本所の業務の概況は以下に記載のとおりである。

　１）総務関係

　平成２５年度は、６月２日に「第３１回馬に親しむ日」を開催し、「馬の絵展」の表彰・展示、日光東

照宮の協力による「小笠原流流鏑馬」、馬事講演の協力による「ポニーの演技」、「フリーダムホー

ス」、「トリックホース」の供覧、体験乗馬や馬車試乗会を実施するとともに、JRAコーナーや安田

記念実況放映（勝馬予想クイズ）、ネット投票 PRコーナーの設置などにより中央競馬の PRにも努め、

３，４８６名の来場者を迎えて盛況のうちに終了した。

　また、近隣地域の中学生などを対象とした職場体験学習（５校２１名）の受入れ、近隣の子育てサー

クルを対象とした馬車の試乗会により、馬との触れ合いを通して地域に社会貢献した。

　２）獣医事関係

　　�　屈腱炎の治療法に関する調査研究

　屈腱炎発症後の組織修復状況を正確かつ詳細に評価するため、生体のまま組織の硬度を判断でき

るリアルタイム・ティッシュ・エラストグラフィー機能が応用できるか検討した。結果、浅屈腱炎

発症馬の損傷部位の線維化による組織強度の回復時期と一致した色調の変化を描出することが可能

であり、損傷部位の硬度を推測できることが明らかとなった。このことは屈腱炎発症馬のリハビリ

テーション途中での再発防止に貢献すると考えられた。

　　�　競走中の腕節構成骨々折に関する発症要因の解析

　損傷部位別の事故要因の解明を行うため、平地競走における腕節構成骨々折の発症要因について

統計学的に解析した。所属トレーニング・センター（美浦）、競走距離（短距離）、馬体重（重い）、

年齢（４歳以下）の各要因が芝およびダート競走に共通して発症リスクを増加させることが分かっ

た。また、ダート競走では馬場状態（不良）、新馬未勝利・５００万下の競走において、芝競走では

オープン競走において発症リスクが増加していた。さまざまな発症要因が明らかになったが、腕節
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骨折の特徴は短距離での発症リスクが高いことにあると考えられた。

　　�　生産地疾病等調査研究

　－競走期に影響を及ぼす若馬の発育期整形外科疾患に関する調査－（平成２５年～２７年）

　若馬の発育期整形外科疾患（DOD）所見に対する知見と診断技術の更なる向上を図ることを目

的に、『若馬のDOD所見・症例集の作成』、『未勝利および未出走に関わるDOD所見の回顧的調

査』および『１歳馬の上部気道内視鏡所見と上部気道疾患・競走成績との相関性に関する調査』を

実施した。

　３）研究関係

　平成２５年度に本所で実施した研究課題は、プロジェクト研究１題、招聘研究１題、一般研究６題、

委託研究２題、の計１０題であった。このうち一般研究２課題および委託研究１課題は２５年度で研究が

完了した。

　４）企画調整関係

�　研究の企画調整

①　平成２４年度に完了した研究課題５題（プロジェクト研究１題、特命研究１題、招聘研究１題、

一般研究２題）の成績を各研究室と一緒にとりまとめ、２月７日に「完了・継続研究成績報告

会」を、４月１７日に「委託・共同研究成績発表会」を、それぞれ開催して報告した。また、平成

２６年から新たに開始する研究課題７題（一般研究４題、委託研究３題）を各研究室と一緒に企

画・立案し、３月１４日に「新規研究計画説明会」を開催して説明した（各課題数には本所、栃木

支所、生産育成研究室を含む）。

②　４月１８日に「内部、外部研究評価委員会」を、４月１９日に「研究企画運営委員会」をそれぞれ

開催し、完了研究成績および新規研究計画の評価を受けた。

③　完了研究成績および新規研究計画とその評価結果をまとめ、研究推進会議（５月３０日）および

研究報告会・総合研究企画委員会（７月４日）に提出し、本会経営層の承認を受けた。

�　研究活動の支援

①　研究の円滑な活動を支援し、併せてその適正な執行を管理するため、研究関連の所内委員会

（研究企画運営委員会、内部研究評価委員会、外部研究評価委員会、情報管理委員会、年報編集

委員会、馬の科学編集委員会、ホームページ運営委員会、総研ネット運営委員会、海外渡航審査

委員会、職務発明審査委員会、動物実験委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、図書委員会、研

究備品管理委員会、馬の医学書編集委員会等）を運営した。

②　平成２５年度衛生研究費予算の適切な執行を管理し、併せて平成２６年度の予算案を作成して提出

した。
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�　研究成果の普及と活用ならびに馬科学情報の発信

①　年報（Vol．２８、２０１２）の編集とその発刊を行った（４００部）。

②　総研ホームページの更新を行った（５０回）。

③　機関誌「馬の科学」を発刊した（Vol．５０、１～４号、各１，８００部）。

④　本会内外の者を対象にした研修会の開催に関する事務を行った（３６件）。

⑤　研究成果の学術論文での公表（２３編）および学会口演での公表（２３題）に関する事務を行った。

⑥　普及記事（３６編）の投稿に関する事務を行った。　

⑦　本会内外で開催された講習会などへの講師の派遣事務を行った（５４件）。

⑧　本会内外から依頼のある病性鑑定および病理解剖の受付と報告事務を行った（７件）。

�　研究者の育成等

①　日本ウマ科学会の事務局として会員獲得と予算管理を行うとともに、学術集会の開催、英文お

よび和文雑誌を発行した（年間各４冊）。

②　岐阜大学連合大学院の連携機関として、桑野睦敏臨床医学研究室長（客員教授）、南保泰雄日

高育成牧場生産育成研究室長（客員教授）および佐藤文夫日高育成牧場生産育成研究室研究役

（客員准教授）を介した研究支援・人材育成活動を行った。また、８月に山口大学連合大学院と

連携・協力の協定を締結した。

　５）飼養普及関係

　　�　飼養管理

　月平均３２頭の研究馬を飼養管理した。健康管理のためにこれらの馬は定期的に放牧を行い疝痛な

ど病気の予防に努めた。また伝染病発生予防のため、年間防疫計画に従って在きゅう馬の定期健康

検査、予防接種、きゅう舎消毒、および殺虫剤散布（害虫駆除）を実施するとともに、「飼養衛生

管理基準」の遵守に努めた。

　　�　調教

　実験計画に従って、スポーツ科学実験用の研究馬はトレッドミル調教を、スポーツ障害実験用の

研究馬はウオーキングマシンによる運動を、それぞれ定期的に実施した。さらに、馬事普及にも用

いる研究馬は調教を毎日行い、安全に騎乗することのできる馬作りに努めた。

　　�　研究補助

　馬を用いる研究や実験の補助作業を行った。また、競走馬理化学研究所が行う「治療薬の検出方

法に関する調査に協力した（延１２頭供試・１薬物）。

　　�　馬事普及

①　普及用研究馬８頭を用い、馬事普及活動を行った。

②　市内の幼児とその保護者を対象に馬車の試乗会を実施し、馬とのふれあいの場を提供した。ま
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た、宇都宮市等が中学生を対象に行っている職場体験学習に協力し、厩舎作業を通して馬の飼育

管理についての実習を行うとともに乗馬試乗を行い、馬を知る機会を提供した。

③　６月２日および１１月１４日には、競馬ファン及び一般の方を対象に馬への理解を深める目的で、

「馬学講座・体験乗馬会」を開催した。

④　６月２日に開催された「第３１回馬に親しむ日」において、馬による各種供覧や体験乗馬（４００

名）および馬車試乗会（３００名）を実施し、馬事普及に努めた。供覧の具体的な内容は、伝統馬

事芸能である「日光鏑矢会による流鏑馬」、馬事公苑の協力による「ポニーの演技」、「フリー

ダムホース」等であった（３，４８６名来場　対前年比９８．８％）。

⑤　（公社）日本装削蹄協会の装蹄教育センターの装蹄実習に年間を通して協力した。また、同セン

ターで行われた装蹄師認定講習会、装蹄師認定試験ならびに全国装蹄競技大会に繋養馬を貸与し

実務に協力した。

⑥　その他、外部から依頼のあった馬事イベントへの支援として、日光東照宮の春季例大祭と秋季

大祭に普及用研究馬と馬取扱い職員を参加させた。また、地域での馬事普及と JRAの宣伝活動

のため、とちぎ動物愛護フェスティバル（約８，０００名来場）等の外部団体のイベントに協力した。

２．常磐支所

　常磐支所は、支所長以下、総務、診療防疫の２係から成り、職員数（嘱託を含む）８名で業務にあたっ

ている。支所の目的は、運動器疾患等に罹患した療養馬に対して温泉療法や物理療法を施すことで競走復

帰を図るとともに、最新の治療法を試みることである。リハビリ施設として、騎乗運動用馬場（１周４００

ｍ）、スイミングプール、ウォータートレッドミル、ウォーターウォーキングマシンを保有しており、そ

の他、『馬の温泉』である温浴場（６槽）、複数の放牧地を有している。

　１）総務関係

　当支所は競走馬に関するリハビリ・研究施設であるが、「馬の温泉」として地元（福島県）のテレ

ビ局、ラジオや新聞・観光雑誌・いわきのタウン誌などにもしばしば取り上げられている。また、観

光地として競馬ファンをはじめ福島県内外から多くの見学者が訪れるとともに、地元（いわき市内）

の幼稚園や小学校の遠足や福祉施設の休憩場所として利用され、馬との触れ合いの場として親しまれ

ている。

　７月２日に常磐支所開設５０周年を記念して記念式典および祝賀会を開催。さらに記念誌の発行、な

らびに記念競走として７月２０日福島競馬場において「競走馬総合研究所常磐支所開設５０周年記念いわ

き特別」が施行された。

　東日本大震災後、減少していた見学者は徐々に回復傾向が認められ、平成２５年の見学者総数は前年

比１７％増の７，３０７名であった。
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　２）療養業務関係

�　平成２５年度の在厩馬の実頭数は５９頭（延べ７，１９６頭）であり、内訳は美浦トレーニング・セン

ター所属２９頭・栗東トレーニング・センター所属３０頭であった。

　２５年度中に入所した馬は３７頭であり、その病類別内訳は、腱あるいは靭帯の疾患１４頭（３７．８％）、

骨の疾患が２１頭（５６．８％）、その他が２頭（１０．９％）であった。

　一方、退所した馬は３７頭、その平均療養日数は１９４日であり、退所後２０頭が競馬に出走した。

　なお、過去１０年間の退所馬の競走復帰率は概ね７０％である。

�　スイミングトレーニングは１８頭（延べ４５９頭）に対し、５月２３日～１０月１１日の期間に実施した。

また、ウォータートレッドミル利用馬は３３頭（延８９９頭）、ウォーターウォーキングマシンは４８頭

（延べ３，２８４頭）であった。

�　診療延頭数は２，７１２頭、装削蹄頭数（落鉄・端蹄廻しを含む）は２５５頭であった。放牧中の本会所

属馬の曳き付け診療を３頭に実施した。

�　防疫業務では定期検査を春２１頭（実験馬３頭を含む）、秋１９頭に対し、また入厩検疫を７頭に対

して随時実施した結果、全馬健康と診断された。さらに、破傷風、日本脳炎、ゲタウィルス、馬イ

ンフルエンザ、馬鼻肺炎の予防接種、月１～５回の害虫駆除、厩舎消毒を実施するとともに「飼養

衛生管理基準」の遵守に努めた。

　３）研究関係

�　療養馬のリハビリテーションに関する研究

　腱炎や骨折といった運動器疾患に対する効果的なリハビリテーション法を確立するために、療養

馬の休養期間、リハビリテーションの内容、強度および実施期間と予後との関連についてデータを

収集した。特に浅屈腱炎の治癒過程における腱組織のエコー像の変化と血管の新生・消失との関係

について引続きデータの蓄積を行った。また、エコー検査時の設定を調整しながら、より最適な設

定を模索しながら検討を重ねた。

�　再生医療に関する研究

　臨床医学研究室と共同で、屈腱炎を発症した現役競走馬の浅屈腱に幹細胞移植を実施し、再生医

療における有効なリハビリテーションの方法についてデータを収集した。平成２５年に幹細胞移植を

実施した入所馬は７頭であった。

�　体外衝撃波治療（ショックウェーブ：ESWT）に関する研究

　海外をはじめ国内でも広く利用されているショックウェーブを導入し、腱炎や骨折の治癒促進に

関する研究を行った。
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３．栃木支所

　栃木支所は、３室（管理調整室、微生物研究室、分子生物研究室）の構成で、平成２５年１２月末現在、職

員の数は准一般嘱託６名、特定常勤嘱託３名を含めた２９名（うち研究者１０名）である。支所の業務につい

ては、年度計画に従って実施しており、防疫関連の研究および業務を遂行した。

　１）総務関係

　工事関係では、熱源コントローラシステム更新工事、第２健康馬厩舎屋根改修工事、エアーフィル

ター交換工事、焼却炉バグフィルター交換工事、旧感染実験棟解体撤去工事を実施した。

　２）防疫関係

　　�　馬防疫検討会

①　農林水産省が主催する家畜衛生講習会（基本講習会）が、動物衛生研究所において開催され、

講師として所員１名を５月２４日に派遣した。

②　馬感染症研究会は、１０月２１日～２５日に栃木支所において開催された。技術部会では、１４都道県

（１５名）の家畜保健衛生所員と２名の動物検疫所員を対象に、馬感染症の診断ならびに防疫に必

要な技術研修を行った。研究部会には動物衛生研究所、動物検疫所、動物医薬品検査所、家畜保

健衛生所などの研究者および家畜衛生担当者ら６９名の参加があった。

　　�　OIE 馬インフルエンザ専門会議

　３月４日にフランス・パリで開催されたOIE馬インフルエンザ専門家会議に、所員１名を委員と

して派遣した。２０１２年の馬インフルエンザの流行状況は前年と同様であり、昨年同様、フロリダ亜

系統クレード（Fc）１としてA/equine/South Africa/４/０３-like、およびFc２としてA/equine/Richmond/１/０７-

like をワクチン株とすることが決議された。今後は、OIE と国際馬術連盟が、ワクチンメーカーに

OIE 推奨株をワクチンに含めるよう提言することが提案された。

　　�　動物用インフルエンザワクチン国内製造用株選定委員会

　本委員会は、動物用インフルエンザワクチン（ウマ、トリ、ブタ）の流行に応じた株変更を迅速

に実施するために平成２３年度に動物医薬品検査所内に設置されたものである。この委員会でワクチ

ン株の変更が必要と判断され、新しいワクチン株が決定されれば、直ちに製造を開始することが可

能となっている。本年度は、５月２４日に動物医薬品検査所で開催され、委員として１名の所員を派

遣した。馬インフルエンザワクチンについては、昨年同様、現段階ではワクチン株変更の必要はな

いが、上記のOIE馬インフルエンザ専門会議における提言を紹介し、今後、日本においても適切な

Fc２株をワクチン候補株として追加することが承認された。
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　　�　馬の国際間移動に関する委員会（IMHC）

　第１７回委員会が香港で１２月９日と１０日に開催され、所員１名を委員として派遣した。主な議題は、

IMHC、国際馬術連盟およびOIE が作成しているHigh Health/Performance 馬の一時輸出入のための

OIE コード案についてであり、OIE 加盟国から意見を募集しているとのことであった。また国際競

馬統括機関連盟より、競走馬の国際間移動に関するOIEアジア地域会議を設立し、アジア代表とし

て栃木支所員を委員として推薦することが提案され、了承された。

　　�　ウマウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアルに基づく病性検査

　農水省が策定した本マニュアルにおいて、栃木支所は馬における本病の病性検査実施機関として

指定を受けている。本年度は、本マニュアルに基づく病性検査依頼はなかった。

　　�　馬インフルエンザおよび馬伝染性子宮炎の LAMP法診断技術の開発（平成２３～２５年）

　前年度までに開発した馬インフルエンザウイルスを検出するRT-LAMP 法が、野外応用可能かを

検証するため、馬インフルエンザ流行時にトレーニング・センターで得られた臨床検体を用いて野

外応用試験を実施した。その結果、１００検体中、RT-LAMP 法では５２検体、RT-PCR 法では４１検体、

簡易診断キットのエスプラインでは１７検体が陽性と判断された。非流行時に採取された２５１頭の発

熱馬の検体では全て陰性であった。以上の成績から、臨床検体を用いた場合においてRT-LAMP 法

は馬インフルエンザウイルスに対し特異的であり、かつエスプラインおよびRT-PCR 法より高感度

であると考えられた。RT-LAMP 法は迅速かつ簡便であることから、臨床現場や検査機関において

使用可能であると考えられた。

　馬伝染性子宮炎の LAMP法については、昨年までに設計した２種類の LAMP法（Taylorella　

equigenitalis検出用およびT．asinigenitalis検出用）と３種の既存遺伝子検査法の野外検体における有

効性、および T．equigenitalisと T．asinigenitalisを同時に検出できるマルチプレックス LAMP法につ

いて検討した。野外検体における有効性はスパイク検体（野外検体に T．equigenitalisまたは T．

asinigenitalisのDNA抽出液を添加した検体）を用いて各遺伝子検査法の陽性数で比較した。その結

果、作成した LAMP法は、T．equigenitalisについては公定法である semi-nested PCR 法と同等、T．

asinigenitalisについては最も多い陽性数であった。また、マルチプレックス LAMP法は単独の

LAMP法といずれも同等であったことから、スクリーニング検査法として実施可能であると考えら

れた。本研究で作製した LAMP法は T．equigenitalisあるいは T．asinigenitalisにそれぞれ特異的で野

外検体においても有用な検査法であることが示された。

　　�　馬の病原性ウイルスに対する各種消毒薬の不活化効果に関する研究（平成２５～２６年）

　馬インフルエンザウイルスに対しては、比較的生体に安全とされている４級アンモニウム塩の内、

クリアキル-１００が、有効な希釈倍率が最も高かったことから、高い不活化効果を持つと考えられた。

しかし、反応温度低下による不活化効果の低下も認められたことから、使用に際しては微温湯を希

釈液に使用することが望ましいと考えられた。また、塩素系消毒薬であるビルコン-S は、反応温

度の低下や有機物の混入による影響が見られず、安定的な不活化効果を示した。しかし、同薬剤は
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金属への腐食性が知られていることから、その使用に際しては注意が必要であると考えられた。

　馬鼻肺炎ウイルスに対しては、クリアキル-１００は室温では畜舎消毒向け推奨濃度の範囲内で不活

化効果を示したが、氷温で同薬剤の不活化効果を得るためには、最高推奨濃度の２．５倍の濃度が必

要であった。一方、ビルコン-S は、踏込み消毒槽向け推奨濃度を下回る濃度で、氷温条件下にお

いても ERVに対する不活化効果を示した。したがって、馬鼻肺炎流産の主な発生時期の冬期に踏

込み消毒槽を設置する際は、ビルコン-S の使用が推奨されると考えられた。

　　�　馬ピロプラズマ病診断用 IFA抗原の作製（平成２３～２５年）

　馬ピロプラズマ病はバベシア・カバリあるいはタイレリア・エクイが馬の赤血球に寄生すること

で引き起こされる海外伝染病で、輸入検疫により国内への侵入が阻止されている。本症の血清診断

は、ELISA によるスクリーニング検査と間接蛍光抗体（IFA）法による確定診断により実施されて

いる。IFA法にはそれぞれ専用の抗原プレートが必要であり、一昨年はバベシア・カバリ用を７００

枚、昨年はタイレリア・エクイ用を６００枚作製した。計画最終年度である本年は、バベシア・カバ

リ用６００枚、タイレリア・エクイ用５００枚の抗原プレートを追加作製するとともに、これまでに作製

し、超低温保存してある抗原プレートに経時的な品質劣化が無いことを確認した。

　　�　静脈内投与が可能な抗インフルエンザ治療への応用に関する研究（平成２４～２５年）

　昨年は in vitro において、静脈内への単回投与で有効とされるインフルエンザ治療薬（ペラミビ

ル）が馬インフルエンザウイルス（EIV）に有効であることを示した。本年は、EIV をワクチン未

接種馬に接種し、発熱およびエスプライン陽性を示した時点で、ペラミビル（３０００㎎/６００ml/ 馬）

あるいは生理食塩水（生食）を投与し（n=３）、その後の推移を比較することにより、治療効果の

実証試験を行った。その結果、ペラミビル群では、EIV 感染時に典型的とされる二峰性の発熱が消

失していた。また、ペラミビル群では、鼻漏および咳嗽のいずれも生食群に較べて軽減し、その期

間も明らかに短縮していた。また、ペラミビル群では、血清中アミロイドA濃度が、投与後速やか

に低下していた。さらに、鼻腔からのウイルス排泄期間も、ペラミビル群では生食群よりも明らか

に短縮していた。以上のことから、ペラミビルの静脈内単回投与が、EIV 感染に起因する発熱、鼻

漏および咳などの諸症状を緩和することが示された。また、感染時における鼻腔からのウイルス排

泄期間を短縮させることも併せて示された。

　　�　生産地疾病等調査研究　－馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査－（平成２５～２７年）

　本年度も昨年度までと同様に、馬ウイルス性動脈炎が生産地に侵入した形跡は認められず、また

腺疫の日高地方における発生も確認されなかった。馬ロタウイルスは、G３型とG１４型が広く蔓延

している状況が継続して確認された。本年度の馬鼻肺炎による流産は１６牧場２７例であった。昨年１

例分離された神経病原性変異株は分離されず、すべて標準株であった。

　ローソニア感染症の疫学調査では、感染が疑われる当歳馬３６頭が確認された。３６頭中２６頭の糞便

あるいは直腸スワブからローソニア特異遺伝子が検出され、すべての馬で特異抗体が検出された。

またほとんどの馬で低蛋白血症が認められた。
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　Pneumocystis carinii肺炎の疫学調査では、呼吸器症状を呈した子馬の気管洗浄液を用い、リアル

タイムRT-PCR法により P. carinii遺伝子量を測定したところ、８３例中４３例において同遺伝子が検出

された。また、日高地方で５ ‐ ８月に肺炎症状を呈し死亡した子馬１１頭について実施した病理学的

検索では、全例の肺組織に P. carinii菌体を確認した。

　３）研究関係

　微生物研究室と分子生物研究室の２室で、馬の感染症・伝染病およびそれらの防疫に関する調査試

験研究を実施している。微生物研究室では、病原体の性状解析、病態解明、予防・治療法などの応用

研究を行い、また病性鑑定を担当している。分子生物研究室では、先端技術を利用した遺伝子診断法

やワクチンの開発、免疫調節機構の解明などの基礎研究を実施している。

　平成２５年度に栃木支所で実施した研究課題は９題で、その内訳は一般研究５題（完了４、継続１）、

委託研究３題（完了２、継続１）、共同研究１題（継続）であった。

　４）管理調整関係

　馬感染症に係わる調査、試験研究および会議などに関する企画調整、資料の収集、成果の応用・普

及、外部機関との共同・委託研究の調整、実験動物の飼養管理、講習会への講師派遣、研修生の受入

れ、病性鑑定の連絡・調整などを行った。

　　�　成果の公表と普及

　各種学会、研究会などにおける研究成果の発表は１８題であり、研究論文は５編（海外誌１、国内

誌３）、「馬の科学」およびその他情報誌への投稿が３編であった。また、馬感染症に関する冊子

の改訂版を２冊発行した。

　�　講習会などへの講師派遣ならびに研修および技術支援

　農林水産省、地方自治体、大学、関係団体などが主催する講習会などへ３件４名の研究者を講師

として派遣した。また、疾病診断などの技術援助として１０件１０名の職員を派遣した。

　　�　研究会などの開催および研修・講習の実施

　馬感染症研究会研究部会（馬防疫検討会）には動物衛生研究所、動物検疫所、大学、家畜保健衛

生所など、外部および内部の研究者ならびに家畜衛生担当者６３名の参加があった。また、馬感染症

研究会技術部会（１７名）およびその他馬感染症に係わる研修など（２件７名）を実施した。

　　�　病性鑑定・依頼試験

　本会および外部機関から、９７件、１５５頭、３９８検体の病性鑑定依頼を受け、これを実施した。なお、

本年はウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアルに基づく病性鑑定依頼はなかった。その他、

依頼試験として輸入馬の着地検査などの１件、７頭、１４検体について検査を実施した。



Ⅱ．研　究　関　係
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１．完了研究課題一覧と成績の概要
（生産育成研究室を含む）

【一般研究】

１．サラブレッドの最大酸素摂取量増加メカニズムにおけるミトコンドリア増殖因子の役割

　　　（H２２～２５年 １年延長） 運動科学研究室

　　

２．深屈筋および浅屈筋の疲労度の相違が屈腱炎の発症に及ぼす影響

　　　（H２３～２５年） 運動科学研究室

３．馬感染症のサーベイランスおよび臨床微生物学的研究

　　　（H２１～２５年） 微生物研究室／分子生物研究室

４．多検体処理および特異性の向上を目的とした馬パラチフス血清診断法の改良

　　－マイクロ凝集反応および LPS-ELISA 法の検討

　　　（H２３～２５年） 微生物研究室

５．馬鼻肺炎の子宮・胎盤病変と流産発生機序に関する病理学的解析

　　　（H２３～２５年） 微生物研究室

６．馬鼻肺炎生ワクチンに対する免疫反応の解析

　　　（H２３～２５年） 分子生物研究室

【委託研究】

７．運動と栄養が骨格筋のタンパク質合成機能に及ぼす影響

　　　（H２３～２５年） 運動科学研究室

８．脳脊髄糸状虫症の免疫学的診断法の開発に関する研究

　　－遺伝子組換え技術を用いた ELISA 法－

　　　（H２２～２５年） 微生物研究室

９．馬鼻肺炎ワクチン接種馬と自然感染馬の血清学的鑑別法の開発に関する研究

　　　（H２２～２５年） 分子生物研究室／山口大学

１０．馬の妊娠と黄体機能に関する研究

　　　－馬黄体細胞の分離・培養および内分泌機能解析－

　　　（H２３～２５年） 生産育成研究室／岡山大学
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１．サラブレッドの最大酸素摂取量増加メカニズムにおけるミトコ
ンドリア増殖因子の役割

　　（H２２～２５年 １年延長）   運動科学研究室／カリフォルニア大学
［要　　約］　

［背景と目的］

　PGC-１ α （peroxisome proliferato-ractivated receptor- γ coactivator-１ α）という転写活性化補助因子がミトコ
ンドリアの増加を促進したり、低酸素暴露の際に他の因子を介して血管新生を促すことが近年報告されて

いる。これらの変化は、サラブレッドにおいても有酸素運動能力の向上に寄与する変化であると考えられ

るが、サラブレッドの報告はほとんどない。本研究の目的は、低酸素運動負荷を用いて、トレーニングに

対する骨格筋を含めた酸素運搬系適応の詳細を明らかにすることである。

［研究成績］

　１）１１５％  V  O２max強度で疲労困憊までトレッドミルで走行させ、中殿筋からバイオプシーを実施し、ウ
●

エスタンブロットで PGC-１ α タンパク質量を定量した。運動前と比べて whole muscle および細胞質
PGC-１ αタンパク質は変化しなかったが、核 PGC-１ αタンパク質は運動２４時間後に有意に増加した（図１）。
急性運動によって細胞質から核への PGC-１ αタンパク質の移動が起きていることが示唆された。２）低酸
素 （約１５％ O２） 下で約２分間のオールアウト運動を行った群と、常酸素下で同じ速度および運動時間走行

した群から中殿筋バイオプシーを実施した。低酸素群では常酸素群に比べ、オールアウト時の酸素摂取量

および動脈血酸素飽和度は有意に低く、呼吸交換比および血漿乳酸濃度は有意に高かった（表１）。PGC-

１ α mRNAは低酸素群および常酸素群で４時間後に有意に増加したが、低酸素群では２４時間後には有意に
低下した（図２）。PGC-１ αタンパク質（whole muscle）は両群とも変化がなかった。３）低酸素（約１５％
O２）下で１００％ V  O２max強度２分間、週３回、４週間のトレーニングを実施する群と同じメニューを常酸素下

●

で実施する群を作成し、トレーニング前後に漸増運動負荷試験および中殿筋バイオプシーを実施した。低

酸素トレーニング群は常酸素トレーニング群に比べ、走行時間や最大酸素摂取量が有意に増加した。一方、

低酸素トレーニング群では常酸素トレーニング群と比較して PGC-１ αタンパク質 （whole muscle） は減少す
る傾向 （P=０．０８） があり、COX IV タンパク質 （ミトコンドリアの指標） は有意に減少した（図３）。低酸素

トレーニングは、常酸素トレーニングに比較して PGC-１ αやミトコンドリアの減少をもたらし、PGC-１ α
やミトコンドリアの関与しない経路でパフォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが示唆された。

［成果の活用］

　PGC-１ αやその他のタンパク質を測定することによって、サラブレッドの様々なトレーニングメニュー
を評価する。サラブレッドにおいても低酸素トレーニングを応用する。

　ウマにおける PGC-１ α （peroxisome proliferato-ractivated receptor- γ  coactivator-１ α）の役割を調べるた
めに、運動負荷や低酸素負荷を与え、それに対する PGC-１ αの変化を調べた。急性低酸素運動では、
運動４時間後に PGC-１ α  mRNAは増加、２４時間後には減少し、PGC-１ αタンパク質は運動２４時間後ま
で変化がなかった。４週間の低酸素トレーニングでは、常酸素トレーニングと比較してパフォーマン

スと最大酸素摂取量は有意に増加したが、PGC-１ αタンパク質は減少する傾向、COX IV タンパク質
（ミトコンドリアの指標）は減少することが認められた。サラブレッドの低酸素トレーニングでは、

PGC-１ αやミトコンドリアが関与しない経路でパフォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが示
唆された。
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研究の種類：一般研究
研究担当者：向井和隆
成果の発表：2013 Experimental Biology、2013研究発表会
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２． 深屈筋および浅屈筋の疲労度の相違が屈腱炎の発症に及ぼす影響
　　（H２３～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運動科学研究室
［要　　約］

［背景と目的］

　浅指屈腱炎は、治癒するまでの時間が長く、早期引退の原因となる重要な損傷である。その原因の１つ

として、疲労により浅指屈腱に突発的に大きな力が加わることが予想されている。これは、浅指屈筋と同

様に球節を支えている深指屈筋が、疲労し易い速筋を多く持つために、早く疲労して力を失い、浅指屈腱

にかかる力が増加するためと予想されている。これを証明するために、深指屈筋が浅指屈筋よりも早く疲

労することを筋電図により示すとともに、疲労により速歩時に浅指屈腱にかかる力が増加することを床反

力計と動作解析により示すことを目的とした。

［研究成績］

　定速度の駈歩による疲労困憊運動により、浅指屈筋で筋電図積分値が低下する傾向が見られたが、深指

屈筋では変化しなかった。また、周波数中央値は、浅および深指屈筋において変化は認められなかった。

一方、疲労困憊運動前後の速歩では、両筋における筋放電量が有意に低下した（図１）。また、周波数中

央値は、浅指屈筋では変化しなかったが、深指屈筋では運動後に低下傾向が見られた（図１）。疲労困憊

運動後に深指屈筋の周波数中央値が低下傾向を示したことから、深指屈筋が浅指屈筋よりも早期に疲労す

るという仮説は、一部分が証明された。しかし、浅および深指屈筋の筋電図積分値は同様に低下すること

から、深指屈筋の発揮する力が低下して、浅指屈筋の発揮する力が増加するとの仮説とは異なり、両筋の

発揮する力は同様に低下すると考えられた。以上のことから、筋電図の解析でみられた疲労困憊運動によ

る変化は、浅指屈腱炎発症の直接的な要因であるとは考えられなかった。

　また、漸増負荷による疲労困憊運動前後の速歩において、浅および深指屈腱、繋靭帯にかかる力を測定

した。疲労困憊運動後には浅指屈腱にかかる力は低下傾向が見られ、繋靭帯にかかる力は有意に増加して

いた（図２）。また、深指屈腱にかかる力は運動前後で差が見られなかった（図２）。これらの結果から、

疲労困憊運動後の速歩では、浅指屈腱および深指屈腱において浅指屈腱炎の発症に関連するような力の変

化は観察されず、筋電図において観察された浅指屈筋および深指屈筋における放電量の低下との関連性も

見られなかった。

　以上のことから、長距離競走出走馬に見られる浅指屈腱炎の発症確率上昇の要因は、浅および深指屈筋

の疲労時期の差によるものではなく、今回の研究において測定していない襲歩時にのみ起きる現象か、ま

たは、浅および深指屈筋のみの疲労ではなく、全身疲労によるバランス調整能力低下によるミスステップ、

長運動の時間により浅指屈腱の高温状態が継続することなどについて検討する必要がある。

［成果の活用］

　浅指屈腱炎を予防するトレーニング方法を検討するために、今回得られた疲労と浅指屈腱炎の発症との

関係についての結果を利用する。

　浅指屈腱炎の原因の 1つとして、疲労により浅指屈腱に大きな力が加わることが考えられている。

これは、浅指屈筋と同様に球節を支えている深指屈筋が、疲労し易い速筋を多く持つために、早く疲

労して力を失い、浅指屈腱にかかる力が増加するためと予想されている。そこで、浅および深指屈筋

の疲労する時期、疲労により起こる浅および深指屈腱、繋靭帯にかかる力の変化について検討した。

その結果、深指屈筋は、浅指屈筋よりも早く疲労する傾向が認められたが、深指屈腱にかかる力は疲

労により変化せず、浅指屈腱にかかる力は低下傾向が見られ、繋靭帯にかかる力は増加した。このこ

とから、浅および深指屈筋の疲労が、浅指屈腱炎の発症に繋がる可能性は低いと考えられた。
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研究の種類：一般研究
研究担当者：高橋敏之
成果の発表：平成 24，25 年研究発表会、2014ICEEP
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３． 馬感染症のサーベイランスおよび臨床微生物学的研究
　　（H２１～２５年）  　　　　　　　　　　　微生物研究室／分子生物研究室・栗東・美浦トレセン・生産地
［要　　約］

［背景と目的］

　競馬の国際化や諸目的のために輸入される馬の増加に伴い、伝染病が海外から国内へ侵入する機会が依

然として継続している。また国内においても、地方競馬との交流競走、セリや展示会など様々なイベント

開催の増加に伴い馬の交流や接触の機会が増大している。このような状況において、いったん伝染病が発

生すると、その被害は短時間で広範囲に拡大する。

　本研究の目的は、競馬の円滑な開催に重大な影響を与える可能性のある感染症のサーベイランスを行う

とともに、それら感染症の診断、治療および予防法に関して臨床微生物学的に研究することにより海外伝

染病の侵入阻止ならびに国内伝染病のまん延防止に努めるものである。

［研究成績］

（１）馬鼻肺炎ウイルスに対する抗体検査：

平成２１年は両 TCとも小規模な流行、平成２２年は栗東で例年と同程度、美浦はやや規模の大きな流行、

平成２３年は両 TCとも過去１２年間で最小規模の流行、平成２４年および２５年は両 TCともかなり小規模な

流行であった。

（２）馬インフルエンザの PCR検査：平成２１年～２５年は全て陰性であった。

（３）日本軽種馬協会（JBBA）所属種牡馬の微生物学的検査：

ウイルス感染症（日本脳炎、ゲタウイルス感染症、馬鼻肺炎、馬インフルエンザ）については、平成

２２年は EHV-１の感染が１頭認められたが、平成２１年、２３年～２５年は異常所見なく、ワクチン抗体価は

例年と同程度であった。細菌感染症（伝染性子宮炎、緑膿菌およびクレブシエラ菌感染症）については

全て陰性であった。

（４）JRA輸入馬の海外伝染病抗体検査：平成２１年～平成２５年は全て陰性であった。

（５）その他症例の検査：

ウマコロナウイルス感染症（帯広）、馬パラチフス（岩手県）、腺疫（石川県、輸入検疫）、

Clostridium difficile感染症、ロドコッカス ･エクイ感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、

Pneumocystis carinii肺炎、Pasteurella pneumotropica 感染症、Klebsiella pneumoniae 感染症、悪性リンパ腫、

原始神経外胚葉性腫瘍など。

［成果の活用］

　円滑な競馬開催のための疫学監視および発生予防体制の強化

　競馬の開催に重大な影響を与える馬感染症のサーベイランスと臨床微生物学的研究を実施した。ト

レーニングセンターにおける馬鼻肺炎の抗体調査ではH２２年に美浦でやや規模の大きい流行が見られ

た以外、何れも小規模な流行であった。また馬インフルエンザの調査は全て陰性であった。JBBA所

属種牡馬の微生物学的検査では、H２２年に１頭の EHV-１感染が認められた以外、ウイルス学的および

細菌学的に異常は見られなかった。JRA輸入馬の伝染病検査では、海外伝染病は全頭陰性であった。

その他多数の症例について、ウイルス学的、細菌学的ないし病理学的検査を実施し、馬感染症の動向

を監視した。
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研究の種類：一般研究
研究担当者：片山芳也
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４．多検体処理および特異性の向上を目的とした馬パラチフス血清
診断法の改良

　　　－マイクロ凝集反応および LPS-ELISA 法の検討－
　　（H２３～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物研究室
［要　　約］

［背景と目的］
　馬パラチフスの公的な血清診断法である TAT法は、１検体あたりのコストの高さ、多検体処理や特異性
の問題が指摘されており、それに代わる血清診断法の開発が強く望まれている。本研究では多検体処理が
容易なマイクロ凝集反応（MAT）法の確立と特異性の向上が期待できる２- メルカプトエタノール（２ME）
処理の科学的根拠について検討した。また、２MEは毒物に、現行のMAT法で用いるバルビタールは向精
神薬に指定されていることから、それらの代替となる試薬についても検討した。さらに、実用性について
は未知数であるものの、海外で報告されている馬パラチフス菌の LPS を用いた ELISA 法（LPS-ELISA 法）
にも着目し、術式の確立とともにMAT法と併せて有効性の評価を行った。
［研究成績］
　向精神薬であるバルビタールを用いないMAT法を TAT法と同じ判定基準を適用するため、被検血清お
よび診断用抗原の希釈に用いる希釈液の種類、抗原の希釈倍率を検討した。その結果、希釈液は PBS が、
抗原の希釈倍率は１５倍が適していた（表１）。PBS を用いたMAT（PBS-MAT）法は、TAT法で陰性の上
限（３２０倍）～陽性の下限（１２８０倍）の凝集価を示す野外血清による評価試験やブラインド試験において
高い一致率（＞９０％）が得られたことから、TAT法の代替となりうる試験であることが示された（表２）。
　LPS-ELISA 法については原法では入手困難な試薬が存在するために一部の術式を変更し、馬パラチフス
発生牧場の血清を含む野外血清を用いて実用性を検討したところ、TAT法で陽性となった３検体で陰性検
体と同等の反応であったことから、現時点での実用化は困難と考えられた。
　非特異反応メカニズムの検討のため、非特異反応が疑われる馬血清（非特異血清）と各馬群（感染馬、２
ME陽性馬、陰性馬）血清中の各抗体クラス（IgG、IgM、IgA）と SAの O４-LPS または他の５種類のグラ
ム陰性菌の混合 LPS との反応性を ELISA によって検討した。その結果、感染馬と２ME陽性馬のみに SA
の O４-LPS に特異的に反応する IgG および IgA 検出された（図１）。一方、非特異血清では混合 LPS に反
応する IgMが陰性馬群より高く、非特異反応への関与が疑われた（図２）。SA-LPS に対する IgG や IgA の
反応性は２ME処理の影響を受けなかったことから、MAT法における２ME処理はこれらの抗体を選択的に
検出できる可能性が示唆された。
　既報の２ME処理と同等の成績が得られるDTT（０．０１M）処理によるMAT（DTT-MAT）法を確立した。
馬パラチフスの清浄馬群ではDTT-MAT 法において抗体が検出された個体は、０．１２％（１/８０３）である一方、
馬パラチフス関連（発生およびその近隣牧場）馬群における陽性率は TATで陰性であった個体も含め
９１．５％（５４/５９）であった（表３）。また、SA実験感染馬においても全頭で抗体陽性となり、快復後に TAT
法で陰性となっても抗体が検出された。以上の結果から、DTTにより TAT法では陰性と判定される馬に
おいても馬パラチフスの感染歴を検出できる可能性が示された（表４）。
［成果の活用］
　馬防疫検討会「馬パラチフス診断法に関する専門会議」の資料として活用。

　既存のマイクロ凝集反応（MAT）法を改良し、多検体処理に優れ、公定法である試験管凝集反応

（TAT）法と同等の成績が得られるMAT法を確立した。海外で報告されている LPS-ELISA 法は、一

部の陽性馬を検出できなかったことから、実用化は困難と考えられた。また、非特異反応を示すと考

えられる馬血清では IgMの非特異反応への関与が疑われ、感染馬や２メルカプトエタノール（２ME）

耐性抗体陽性馬では馬パラチフス菌（SA）の O４-LPS 特異的な IgG や IgA の存在が確認された。２ME

の代替としてジチオスレイトール（DTT）がMAT法に使用でき、DTTの使用により TAT法では陰性

と判定される馬でも馬パラチフスの感染歴を検出できる可能性が示され、特異性の向上に役立つと考

えられた。
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５． 馬鼻肺炎の子宮・胎盤病変と流産発生器所に関する病理学的検索
　　（H２３～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物研究室／分子生物研究室・生産地
［要　　約］　

［背景と目的］

　馬鼻肺炎は EHV-１と EHV-４の感染による発熱性呼吸器疾患、流産、神経障害などを主徴とする届出伝

染病で、EHV-１による流産は軽種馬生産地では非常に重要な問題であるが、未だ流産発生メカニズムにつ

いては不明な点が多い。そこで、高率に流産を誘発できる感染実験モデルを用いて、流産に先立って形成

される子宮・胎盤病変と EHV-１の胎盤通過機序について解析した。

［研究成績］

　妊娠約１０カ月のサラブレッド、牝馬、８頭の鼻腔内に EHV-１ Ab４p 株１０５PFUを噴霧し、流産発症に到

る経過を遡るように流産発症群（２頭）、ウイルス血症末期群（３頭）、ウイルス血症早期群（３頭）を設

定して、病理学的およびウイルス学的に検索した。

　①流産発症群： EHV-１接種１５ないし２１日後に流産し、流産胎児は肉眼的に自然例と同様にリンパ節・

脾臓の腫大、胸水の増量、胸腺の壊死等が観察された。組織学的には肝臓、肺、胸腺、全身リンパ節等に

巣状の壊死病巣および好酸性核内封入体が観察された。免疫染色では上記の壊死巣の細胞や胎盤絨毛の血

管内皮細胞に EHV-１抗原が認められた。

　②ウイルス血症末期群：EHV-１接種４日後、６日後、９日後からウイルス血症が認められ、その６ない

し８日後に解剖した。胎児から EHV-１は検出されなかったが、子宮・胎盤では２頭から検出された。組

織学的には、子宮の粘膜固有層における単核球の軽度な瀰漫性浸潤や小血管の周囲や血管壁への細胞浸潤

（血管炎）が観察された。免疫染色では血管炎の内皮細胞や浸潤Mφないし細胞浸潤が見られない子宮

の小血管や胎盤絨毛の毛細血管の内腔に存在するMφに EHV-１抗原が認められた。なお１頭の子宮・胎

盤の微小絨毛叢では、限局領域に絨毛の壊死と栄養膜細胞における EHV-１抗原陽性像が認められた。

　③ウイルス血症早期群：接種６日後、７日後からウイルス血症が認められ、その３日後に解剖した。胎

児から EHV-１は検出されなかったが、子宮・胎盤では全頭から検出された。組織学的にはウイルス血症

末期群と本質的には同様であったが、病変の程度および EHV-１抗原分布は軽度で、むしろ炎症のない小

血管や毛細血管の内腔に存在するMφに EHV-１抗原が多く観察された。１頭の子宮・胎盤の微小絨毛叢

では、壊死は見られなかったが、数個の栄養膜細胞に EHV-１抗原陽性像が観察された。なお、抗Mφ抗

体による免疫染色では妊娠子宮の粘膜固有層や胎盤には多数のMφが観察され、妊娠に伴って増数して

いたことから、EHV-１流産が妊娠末期に好発する機序との関連性が疑われた。

［成果の活用］

　EHV-１による流産を予防するための方策や薬剤を開発・評価する際の有用な基礎資料となる。

　高率に流産を誘発できる感染実験モデルを用いて、子宮・胎盤の病変や EHV-１が胎盤を通過する機

序を解析した。流産胎児には、自然例と同様に肝、肺、胸腺、全身リンパ節等に好酸性核内封入体を

伴った巣状の壊死病巣が観察され、同部や胎盤絨毛の血管内皮細胞に EHV-１抗原が認められた。ウイ

ルス血症末期には、胎児は未だ EHV-１に感染していないが、子宮・胎盤には存在していた。子宮の粘

膜固有層の小血管には血管炎が観察され、内皮細胞や浸潤Mφに EHV-１抗原が認められた。また子

宮・胎盤の微小絨毛叢には、絨毛の壊死および栄養膜細胞における EHV-１抗原が認められた。ウイル

ス血症早期には、ウイルス血症末期と概ね同様の病変であったが、その程度や EHV-１の分布は軽度で

あった。また微小絨毛叢の栄養膜細胞には EHV-１抗原弱陽性像が観察され、胎児側組織へ感染する

EHV-１の動態が明らかにされた。
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６．馬鼻肺炎生ワクチンに対する免疫反応の解析
　　（H２３～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子生物研究室
［要　　約］　

［背景と目的］

　馬鼻肺炎は、本会トレーニング・センターにおける競走馬の冬季発熱の主要な原因である。栃木支所で

は馬鼻肺炎の予防を目的に、現行の不活化ワクチンより効果が期待できる生ワクチンを開発した。同ワク

チンの接種方法は、動物試験や血清中和試験による評価を行って、３週間隔での２回接種を予定している。

しかし、今後さらに効果的なワクチン接種プログラムを策定するためには、本病の予防に重要である細胞

性免疫を含めた生ワクチン接種後の免疫反応を詳細に検討しておく必要がある。そこで、本研究では、各

種免疫反応測定法を確立し、それらの方法を用いて生ワクチンによって誘導される免疫反応の強さや持続

性の解析を試みた。

［研究成績］

　ウマヘルペスウイルス１型（EHV-１）特異的リンパ球による IFN- γ産生の測定法を確立し（図１）、馬

鼻肺炎生ワクチンに対する細胞性免疫反応の解析を試みた。EHV-４感染既往の１歳馬を用い、生ワクチン

１回接種（４頭）および２回接種（４頭）を行った。遺伝子発現定量解析の結果、ワクチン１回目接種か

ら１週後に、EHV-１特異的リンパ球によるIFN- γ遺伝子発現の有意な増加（p＜０．００１）が認められた（図

２）。２回接種群において、２回目接種から１週後に２倍程度の増加が認められたのは４頭中２頭で、そ

のうち１頭は１回目接種時より発現が増強した。１回接種群と２回接種群ともに遺伝子発現量は増加後に

一旦減少したが、接種７週後から再び増加傾向を示し、１２週後でもワクチン接種前と比較して有意に高い

値（p＜０．０５）を維持した。フローサイトメトリーによる IFN- γ陽性リンパ球の検出も遺伝子発現定量解

析と近い傾向を示し（図３）、両法で得られた値の間に有意な相関関係（p＜０．００１，R=０．５３４）が認めら

れた（図４）。次に１回接種群と２回接種群から各２頭を選び、ワクチン１回目接種から１２週後に攻撃試

験を実施した。その結果、全ての馬がワクチン非接種の EHV-４感染既往馬と同様の発熱を示した（図５）。

IFN- γ産生を比較したところ、生ワクチン接種群の遺伝子発現量は攻撃試験時点で有意に高い値（p＜

０．０１）を示したが、１週後に非接種群と同程度まで減少した（図６）。また、発現量が減少した時期は、

発熱、貧血、白血球および血小板減少症が出現した時期と一致した。以上の成績から、馬鼻肺炎生ワクチ

ンの１回接種で１２週後まで細胞性免疫反応が維持される可能性が示された。一方で、２回接種により免疫

が増強されるウマも存在した。しかし、誘導された細胞性免疫反応が一過性に抑制されたことで、ワクチ

ン接種馬でも攻撃試験後に臨床症状が現れたと推察された。ただし、今回の攻撃試験では高病原性株を大

量に接種していることから、野外の自然感染時も同様の免疫抑制が起きるか検証が必要と考えられた。加

えて、生ワクチンの筋肉内接種による全身性の免疫の誘導のみでは馬鼻肺炎の発症を十分に防御できない

可能性もあることから、鼻腔粘膜での局所免疫の誘導を期待した生ワクチンの経鼻接種の有効性について

も今後検討する必要があると考えられた。

［成果の活用］

　馬鼻肺炎生ワクチンの接種プログラムを策定する際の基礎資料とする。

　馬鼻肺炎生ワクチンの効果的な接種プログラムを策定するためには、本病の予防に重要である細胞

性免疫を含めたワクチン接種後の免疫反応を詳細に検討しておく必要がある。そこで、本研究では、

細胞性免疫反応の測定法を確立し、同法を用いて生ワクチンによって誘導される免疫反応の強さや持

続性の解析を試みた。その結果、馬鼻肺炎生ワクチンの１回接種で１２週後まで細胞性免疫反応が維持

される可能性が示された。
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７．運動と栄養が骨格筋のタンパク質合成機能に及ぼす影響
　　（H２３～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運動科学研究室／宇都宮大学
［要　　約］　

［背景と目的］

　骨格筋は競走馬のパワーを生み出す原動力であり、その発達を図ることは重要である。骨格筋の発達は
タンパク質代謝と密接に関係しており、タンパク質の合成と分解のバランスによって決まる。しかし、サ
ラブレッドの筋タンパク質合成および分解を制御する因子（運動、年齢、給餌の方法、食餌の組成等）や
制御のメカニズム等についての研究はとても少ない。タンパク質の合成は遺伝子発現の様々なステップで
調節されているが、短期の調節は主に翻訳の開始段階で行われていることがラットを用いた研究で示され
ている。タンパク質合成翻訳開始調節因子である S６K１のリン酸化とタンパク質合成は正の相関を示すこ
とから、S６K１のリン酸化状態を測定することでタンパク質合成活性を評価することが可能である。また
タンパク質分解は、分解系の中でも運動によって活性化することが知られているオートファジーの活性の
指標で、タンパク質分解の変化と正の相関のあるLC３のⅠ型とⅡ型の比（LC３ Ⅱ /LC３ Ⅰ）を用いて評価で
きる。本研究は、これらの因子の活性を指標として、運動および運動後の栄養素の投与がサラブレッドの
骨格筋タンパク質合成および分解に与える影響を明らかにすることを目的とした。
［研究成績］

【実験１】去勢サラブレッド５頭を用い、疲労困憊するまで漸増運動させ、運動開始直前、運動終了１、
２、３時間後の計４回、中殿筋から筋サンプルを採取し、ウェスタンブロット法にて得られた筋サンプル
中の指標因子の活性を評価した。運動２時間後に S６K１のリン酸化度は運動前と比べて高値を示した。こ
のことから、運動２時間後にタンパク質合成が促進されていることが示唆された。LC３Ⅱ/LC３Ⅰに有意な
変化はみられなかった。
【実験２】雌のサラブレッド４頭を用いて、実験１と同様の条件で実験を行った。S６K１のリン酸化度は、
運動１時間後に運動前と比べて高値を示し、ピークは去勢馬より早かった。LC３Ⅱ/LC３Ⅰに有意な変化は
みられなかった。
【実験３】雌のサラブレッド５頭を実験前日から実験終了時まで口籠をつけて絶食させた。実験１と同様
な運動を行わせた３０分後に、１０％ホエイタンパク質濃縮物（WPC）溶液、１０％ホエイタンパク質加水分
解物（HW-３）溶液、あるいは水（対照）を１０００ ml/５００ kg b．w．経鼻投与した。筋サンプルは実験１と同
じタイミングで採取した。S６K１のリン酸化度は、対照群では運動１～２時間後で、WPC群と HW-３群で
は運動１～３時間後で運動前と比べて高値を示した。群間で比較した場合、運動１～３時間後でWPC群
とHW-３群は対照群よりも高値を示したが、WPC群とHW-３群間に有意な差はみられなかった。また、LC
３Ⅱ /LC３Ⅰはいずれの群でも有意な経時変化はみられなかったが、運動１時間後では、対照群は減少傾向、
HW-３群は増加傾向であったため、対照群とHW-３群の間に統計的な有意差がみられた。タンパク質合成
促進作用をもつロイシンの血清中濃度は、運動１～１．５時間後で対照群と比べてWPC群と HW-３群で有意
に高かった。
［成果の活用］

　骨格筋の発達に影響するトレーニング法および飼養管理法の策定に応用する。

　本研究は、運動および運動後の栄養素投与がサラブレッドの骨格筋タンパク質合成および分解に与

える影響を明らかにすることを目的とした。タンパク質合成活性は翻訳開始調節因子であるS６K１のリ

ン酸化度を指標として、分解活性はオートファジー現象に必須なタンパク質である LC３のⅠ型とⅡ型

の比（LC３Ⅱ /LC３Ⅰ）を指標として評価した。去勢馬も雌馬も運動後に一過性の筋タンパク質合成活

性の上昇がみられたが、分解活性は変化しなかった。また、運動３０分後のホエイタンパク質摂取は運

動後の一過性の筋タンパク質合成の上昇を増強した。以上のことから、運動後の速やかなタンパク質

補給によって、骨格筋タンパク質の同化を効率的に促進することが可能であることが示唆された。
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研究の種類：委託研究
研究担当者：大村　一
成果の発表：日本ウマ科学会　第25回学術集会



（　　）競走馬総合研究所年報　2013 年28

８．脳脊髄糸状虫症の免疫学的診断法の開発に関する研究
　　　－遺伝子組換え技術を用いた ELISA 法－
　　（H２２～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物研究室／北里大学
［要　　約］　

［背景と目的］

　馬の脳脊髄糸状虫症は、Setaria digitataが馬の中枢神経系に迷入することにより惹起される急性、予後
不良の神経疾患で、本病と同様の運動失調を示す疾患には、ウエストナイル脳炎や日本脳炎などの法定伝
染病が含まれている。馬防疫の観点からは本症とこれら伝染病との類症鑑別は重要である（図１）が、本
症の確定診断は解剖後の病理学的検査に基づいており、生前の診断法は確立されていない。そこで、脳脊
髄糸状虫症の免疫学的診断法を開発のための基礎的研究として、平成１８～２１年の委託研究では、ウエスタ
ンブロットによる虫体蛋白質の解析と抗体検出法について検討した。その結果、１８kDa、２２kDa、３４kDa
および６５kDa 蛋白質が診断用抗原の候補として有望であることが明らかとなった。平成２２年からの本委託
研究では、先の研究で得られた４種類の S．digitata蛋白質について、組換え蛋白質を作製し、これを抗原
とした ELISA 法を開発し、CSF を用いた生前診断への応用の可能性を評価した。
［研究成績］

　① S．digitata虫体蛋白質を泳動した SDS-PAGE ゲルからそれぞれの候補蛋白質（１８kDa、２２kDa、３４kDa
および６５kDa 蛋白質）を切出して、家兎に免疫し抗血清を作製した。S．digitata 抗原および S．digitata 
cDNAライブラリーと反応性を比較したところ、抗１８kDa 血清の反応性が良好であったため、診断用抗原
スクリーニングに用いる抗血清の第一候補とした。
　② S．digitata cDNAライブラリーを作製し、抗１８kDa血清および実験的 S．digitata免疫馬CSFを用いて免
疫スクリーニングを行なったところ、２種類の抗原遺伝子が得られた。それぞれを組換え蛋白質として発
現させ、抗原としたELISAを構築した。実験的 S．digitata虫体免疫馬CSFで評価したところ、１種類の抗
原では経時的な抗体価の上昇が検出された（図２）。
　③脳脊髄糸状虫症野外症例のCSF では多くの症例で抗体が検出された。しかし、その他の疾病症例の
CSF でも検出される症例が少なからず存在していた（図３）。
　④今回得られた組換え蛋白質に対する抗血清は S．digitata虫体の免疫染色で筋肉組織に特異的に反応し
た（図４）。
　実験的に S．digitataを免疫した馬のCSFではELISA用抗原の反応性は確認された。しかし、脳脊髄糸状
虫症だけでなく、本症以外の症例のCSF にも抗体が確認された。この原因としては、中枢神経組織炎症
ないし血管破綻等に伴い、血中の抗体がCSF 中に混入している可能性が考えられた。以上のことから開
発した ELISA 法は、経時的に採取したCSF サンプル、あるいは他の診断法と併用することで、本症の生
前診断に応用できる可能性が考えられた。
［成果の活用］

　組換え蛋白の抗血清は糸状虫の筋肉に反応することから、病理診断時の免疫染色用抗血清として利用。

　脳脊髄糸状虫症の免疫学的診断法の開発を目的として、組換え蛋白質を抗原とした ELISA 法開発を

試み、生前診断への応用の可能性を評価することを目的とした。

　S. digitata cDNAライブラリーおよび診断用抗原候補蛋白質に対する抗血清を作製し、免疫スクリー

ニングにより抗原候補蛋白質の遺伝子をクローニングした。次に、大腸菌による組換え蛋白質の発現・

精製を行い、ELISA 用抗原とした。実験的 S. digitata虫体免疫馬の脳脊髄液（CSF）を用いた評価で

は、経時的な抗体価の上昇が確認された。脳脊髄糸状虫症の野外例のCSF の検討では、多くの症例で

抗体が確認されたが、本症以外疾病のCSF でも、抗体が検出される症例が存在したことから、開発し

た ELISA 法は経時的に採取されたCSF サンプル、あるいは他の検査法と併用することで、脳脊髄糸

状虫症の生前診断に応用できる可能性が示された。
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研究の種類：委託研究
研究担当者：片山芳也
成果の発表：第156回日本獣医学会学術集会（岐阜大学）
　　　　　　馬脳脊髄糸状虫症の診断用抗原のスクリーニング：林秀承、村中雅則、片山芳也、筏井宏実
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９．馬鼻肺炎ワクチン接種馬と自然感染馬の血清学的鑑別法の開発
に関する研究

　　（H２２～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子生物研究室／山口大学
［要　　約］　

［背景と目的］

　馬ヘルペスウイルス１型（EHV-１）による呼吸器疾患は、トレーニング・センターの競走馬の冬季の発
熱の主要な原因である。不活化ワクチンが使用されているが、効果の持続期間が短い等の欠点がある。栃
木支所は日生研と共同で、EHV-１の糖たんぱく質 gE遺伝子を欠損した馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。
生ワクチンが野外で使用された場合には、既存の血清学的診断法では、ワクチンで誘導される抗体と野外
ウイルス株感染による抗体とが識別できず、馬鼻肺炎の血清学的診断が困難となる。そこで本委託研究で
は、生ワクチンで誘導される抗体と感染抗体を識別可能な、ELISA法による診断法を開発し、馬鼻肺炎の
防疫対策に資することを目的とする。
［研究成績］

１）糖蛋白gEにおける抗体認識部位の同定を行った結果、大腸菌発現系でgEの１６９番から２０１番目に主要
なエピトープが存在することを見つけた。
２）更に、合成ペプチドを用いた ELISA により、主要なエピトープは１６９番目から１８８番目（gE１（１６９-
１８８））に存在することを見つけた。
３）既に報告している EHV-４特異的エピトープであるペプチド gG４（３１９-３３０）とともに ELISA を作製し
た結果、gE１（１６９-１８８）は gE欠損ワクチンにより誘導される抗体や EHV- ４感染により誘導される抗
体とは反応せず、EHV-１感染により誘導される抗体とのみ反応した。
４）野外の発熱馬のペア血清を用いて診断系の有用性を検討した結果、gE１（１６９-１８８）はEHV-１感染を特
異的に診断することが出来た。
５）EHV-１感染およびワクチン接種を問わず、抗体を高感度に検出をするために、EHV-１各種糖蛋白の免
疫原性を比較した。その結果、単独発現では予測どおり、gB， gC， gD などの抗原性が高かったが、共
発現によりgEとgIが最も抗原性が高いことが示され、gIとgEの免疫原性が強いことが示された。更に、
gE欠損生ワクチンは gEと gI ともに抗体を誘導できないことも示された。
６）EHV-１ gE に対する単クローナル抗体は、EHV-１野外株とワクチン株の識別に重要であると思われる。
そこで、EHV-１に対する単クローナル抗体を作製したところ、EHV-１ gE に対する単クローナル抗体の
作出に成功した。その他、gp２， gC， gB に対する単クローナル抗体も作製できた。
　当初の目的は十分達成したとともに、開発したペプチドによる ELISA は誰にでも簡易に実施できる方
法として汎用されることが期待される。更には、病理診断などに有用な gEに対する単クローナル抗体の
作製にも成功した。
［成果の活用］

　馬鼻肺炎生ワクチン野外使用時における馬鼻肺炎の疫学調査・病性鑑定等の血清学的診断法として活用。

　gE欠損馬鼻肺炎生ワクチンを野外で使用するに当たり、生ワクチン接種と野外株感染を血清学的に

識別する診断法が必要となる。そこで、我々は糖蛋白 gEの主要抗体誘導部位を同定した。更に、そ

の領域を人工合成したペプチドを用いた ELISA 法の確立に成功した。既に報告している EHV-４ gG の

ペプチドを同時に用いることにより、１）ワクチン接種と自然感染、２）EHV-１感染と EHV-４感染の

識別が可能となった。この方法は、非常に簡便で、誰でも行うことが可能であり、汎用されることが

期待される。更に、gEに対するモノクローナル抗体の作製にも成功した。間接蛍光抗体法や免疫染色

でのワクチン株と野外株の識別に有用である。脳脊髄糸状虫症の免疫学的診断法の開発を目的として、

組換え蛋白質を抗原とした ELISA 法開発を試み、生前診断への応用の可能性を評価することを目的と

した。
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研究の種類：委託研究
研究担当者：近藤高志
成果の発表：Vet. Microbiol. 164, 18-26 (2013)、 J. Vet. Med. Sci. 75, 1317-1321(2013)
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１０．馬の妊娠と黄体機能に関する研究
　　　－馬黄体細胞の分離・培養および内分泌機能解析－
　　（H２３～２５年）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生産育成研究室／岡山大学
［要　　約］　

［背景と目的］

　多くの哺乳動物において、排卵後の卵巣に形成される黄体は妊娠の成立・維持に必須のプロジェステロ

ン（P４）を分泌する一過性の内分泌器官である。一方、馬の生産現場において、妊娠確認後に胚および

胎児の消失する早期胚死滅が大きな問題となっている。早期胚死滅の原因の一つとして、黄体からの P４ 

分泌量の減少が考えられる。これまで牛において、黄体機能は下垂体だけではなく多くの局所因子により

調節されていることが明らかとされているが、馬黄体の局所機能調節機構はほとんど明らかとされていな

い。その原因として、馬黄体細胞単離・培養法が確立されていないことが挙げられる。そこで本研究では、

馬黄体細胞単離・培養法を確立し、細胞培養系を用いて馬黄体機能局所調節機構を明らかにすることで、

不受胎や早期胚死滅の予防法の確立を目指し、最終的に競走馬の受胎率向上に寄与することを目的とした。

［研究成績］

　第 １ 年次では、超音波診断装置を用いて黄体周期を特定し（図１）、牛黄体細胞単離法として確立した

灌流法を応用して馬黄体細胞の単離を試みた（図２-３）。第 ２ 年次では、材料採取から細胞播種までの時

間短縮を目的として、単離手法を灌流法から細切法に変更するとともに、細胞機能を促進するコルチゾー

ル、インスリンおよびアスコルビン酸を培養液に添加した（図４）。いずれの方法でも黄体細胞は単離さ

れたが、細胞収量および生存率は黄体細胞の機能解析を行うには不十分であった（表）。

　これらの結果から、馬黄体細胞が非常に脆弱な細胞であることが明らかとなった。そこで第 ３ 年次で

は、脆弱な細胞として知られる肝臓実質細胞単離法を応用して単離を試みた。黄体組織周辺の血管から酵

素含有緩衝液を灌流することにより、効率よく細胞を単離できた。培地として Williams E medium を用い

て、FNC Coating Mix でコーティングされた培養プレートに １０，０００ cells/cm２ の密度で細胞を播種すると最

も接着効率が良かった（図５-６）。播種した細胞において、ステロイド産生細胞に特徴的な ３ β -HSD 

mRNA 発現が見られた（図７）。本研究により、馬の黄体機能調節機構に関する基礎研究に適用可能な馬

黄体細胞培養系が確立された。

［成果の活用］

　今後、本研究で確立された馬黄体細胞培養系を用いた研究により、馬黄体機能局所調節機構が明らかに

なり、新規繁殖制御技術の開発ならびに不受胎や早期胚死滅の予防および治療法の確立が期待される。

　繁殖シーズンである ４-８ 月に、馬の黄体機能調節機構の基礎研究実施に向けた黄体細胞培養系の確

立を試みた。牛黄体細胞単離法を応用した灌流法、細切法およびインスリン・コルチゾールの添加で

は十分な細胞収量・生存率を得られなかったので、肝臓実質細胞単離法を応用した黄体組織周辺血管

からの灌流法を試みた。併せて、細胞播種密度、培地および培養基質のコーティング剤を検討した。

その結果、黄体組織周辺の血管から酵素含有緩衝液を灌流することにより、効率よく細胞を単離でき

た。FNC Coating Mix でコーティングされた培養プレートにWilliams E medium を用いて１０，０００ 

cells/cm２の密度で細胞を播種すると、最も接着効率が良く培養できた。播種した細胞でステロイド産

生細胞に特徴的な３ β -HSD mRNA発現が見られ、黄体細胞であることが確認された。本研究により、

馬の黄体機能調節機構に関する基礎研究に適用可能な馬黄体細胞培養系が確立された。
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研究の種類：委託研究
研究担当者：羽田哲郎
成果の発表：1. Kozai K, Hojo T, Tokuyama S, Sz � stek AZ, Takahashi M, Sakatani 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, in press.

　　　　　　2. Kozai K, Hojo T, Takahashi M, Acosta TJ, Nambo Y, Okuda K. Seasonal changes in luteal progesterone 
concentration and mRNA expressions of progesterone synthesis-related proteins in the corpus luteum of mares, J 
Reprod Dev 2012; 58 (4): 393-397.
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２．継続研究課題一覧
（生産育成研究室を含む）

【プロジェクト研究】

１．競走馬の合理的なトレーニング方法の確立

　　―調教量と調教パターンの解析―

　　　（H２５～２７年） 運動科学研究室

【招聘研究】

２．一酸化炭素拡散法を用いたサラブレッドの肺拡散能の測定

　　　（H２５～２７年） 運動科学研究室／カリフォルニア大学

【一般研究】

３．競走馬に適した水分ならびに電解質補給方法についての検討

　　　（H２５～２７年） 運動科学研究室

４．移植された骨髄由来間葉系幹細胞の腱組織内での動向

　　　（H２５～２７年） 臨床医学研究室／常磐支所

５．競走馬の骨折における低出力超音波パルス治療（LIPUS）の有用性の検討

　　　（H２５～２７年） 臨床医学研究室

６．競走馬の各種疾病の解明ならびに診断法 ･治療法および予防法に関する研究

　　　（H２５～２９年） 臨床医学研究室／運動科学研究室

７．馬インフルエンザウイルスの海外流行株の抗原性状解析および新しい中和試験法の開発

　　　（H２４～２６年） 分子生物研究室

８．冬季昼夜放牧の生理学的検証ならびに育成期に発生する各種疾患に関する調査研究

　　　（H２４～２８年） 生産育成研究室／微生物研究室／北里大学

９．抗ミューラー管ホルモン濃度測定による成馬の性腺異常の診断に関する研究

　　　（H２５～２７年） 生産育成研究室
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【委託研究】

１０．ウマ間葉系幹細胞の腱細胞への分化誘導に関する研究

　　　（H２３～２６年） 臨床医学研究室／東京農工大学

　

１１．馬増殖性腸症（EPE）の病原および血清診断法の確立

　　　（H２４～２６年） 微生物研究室／宮崎大学

１２．寒冷気候での競走馬の育成過程における内分泌機能の解明

　　―日高および宮崎で育成された馬の下垂体、甲状腺、副腎機能の比較―

　　　（H２４～２６年） 生産育成研究室／東京農工大学

【共同研究】

１３．馬感染症の新規診断法開発のための分子生物学的基礎研究

　　―馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定―

　　―レーザーマイクロダイセクション法を用いた馬感染症の病理学的診断法の検討―

　　　（H２４～２６年） 微生物研究室／動物衛生研究所
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３．研究成果の公表
　１）学術論文

  誌名・巻・頁・年著　　　　　　者　題　　　　　　　名

【運動科学研究室】

J. Equine Sci.
24（1）, 1-8, 2013

（H. Tsubone, M. Hanafusa, 
M. Endo, N. Manabe）, A. Hiraga, H. Ohmura, 
H. Aida

Effect of treadmill exercise and hydrogen-rich 
water intake on serum oxidative and 
anti-oxidative metabolites in serum of 
thoroughbred horses

Am. J. Vet. Res.
74（1）, 136-143, 2013

（M. G. Hawkins, S. Malka, 
P. J. Pascoe, A. M. Solano, 
P. H. Kass）, H. Ohmura, 
（J. H. Jones）

Evaluation of the effects of dorsal versus 
lateral recumbency on the cardiopulmonary 
system during anesthesia with isoflurane in
 red-tailed hawks （buteo jamaicensis）

Am. J. Vet. Res.
74（4）, 642-647, 2013

（Y. Kitaoka, Y. Endo）, K. Mukai, 
H. Aida, A. Hiraga,
 （T. Takemasa, H. Hatta）

Effect of acute exercise on monocarboxylate 
transporters 1 and 4 in untrained and trained 
thoroughbreds

J. Physiol.
591（6）, 1551-1561, 
2013

（B. K. Smith）, K. Mukai, 
（J. S. Lally, A. C. Maher, 
B. J. Gurd, G. J. F. Heigenhauser, 
L. L. Spriet, G. P. Holloway）

AMP-activated protein kinase is required for 
exercise-induced peroxisome 
proliferator-activated receptor γ co-activator 
1 α  translocation to subsarcolemmal 
mitochondria in skeletal muscle

J. Phys. Fitness 
Sports Med.
2（2）, 163-168, 2013

H. Ohmura, A. Hiraga, 
（J. H. Jones）

Exercise-induced hypoxemia and anaerobic 
capacity in thoroughbred horses

Equine Vet. J.
45, 512-517, 2013

（M. Kawai）, H. Aida, A. Hiraga, 
（H. Miyata）

Muscle satellite cells are activated after 
exercise to exhaustion in thoroughbred horses

Acta Vet. Scand.
17, 55-59, 2013

H. Ohmura, A. Matsui, T. Hada, 
（J. H. Jones）

Physiological responses of young throughbred 
horses to intermittent high-intensity treadmill 
training

【臨床医学研究室】

J. Vet. Med. Sci.
75（2）, 219-223, 2013

（Y. Yuda）, Y. Kasashima, 
A. Kuwano, （K. Sato, 
S. Hattori, K. Arai）

Active hyaluronidase 2 expression in the 
granulation tissue formed in the healing 
process of equine superficial digital flexor 
tendonitis

Vet. Ophthalmol.
1-7, 2013

H. Moriyama, Y. Kasashima, 
A. Kuwano, （S. Wada）

Anatomical location and culture of equine 
corneal epithelial stem cells

【微生物研究室】

Vet.Rec.
173（24）, 607, 2013

H. Niwa, （H. Kato, S. Hobo）,
Y. Kinoshita, T. Ueno, Y. Katayama, K. Hariu,
K. Oku, （M. Senoh, T. Kuroda, K. Nakai）

Postoperative Clostridium difficile infection with 
PCR ribotype 078 strain identified at necropsy in 
five Throughbred racehorses

【分子生物研究室】

Vet. Microbiol. 
164, 18-26, 2013

（K. Andoh, M. Takasugi, 
H. Y. A. H. Mahmoud, 
S. Hattori, Y. Terada, 
K. Noguchi, H. Shimoda）,
H. Bannai, K. Tsujimura, 
T. Matsumura, T.  Kondo, 
（K. Maeda）

Identification of a major immunogenic region of 
equine herpesvirus-1 glycoprotein E and its 
application to enzyme-linked immunosorbent 
assay. 

Anim. Sci. J. 
84, 782-789, 2013

（M. Numata）, T. Kondo, 
Y. Nambo, （Y. Yoshikawa, 
K. Watanabe, K. Orino）

Change of antibody levels to ferritin in the sera 
of foals after birth: Possible passive transfer of 
maternal anti-ferritin autoantibody via colostrum 
and age-related anti-ferritin autoantibody 
production.
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  誌名・巻・頁・年著　　　　　　者題　　　　　　　名

Acta Vet. Scand. 
55, 70, 2013

（K. Takahashi）, T. Kondo, 
（Y. Yoshikawa, K. Watanabe, 
K. Orino）

The presence of heat-labile factors interfering 
with binding analysis of fibrinogen with 
ferritin in horse plasma. 

J. Equine Sci. 
24 （2）, 17-23, 2013

 M. Nemoto, （K. Kizaki, 
Y. Yamamoto, T. Oonuma, 
K. Hashizume）

Tenascin-C expression in equine 
tendon-derived cells during proliferation 
and migration.

J. Vet. Med. Sci. 
75 （9）, 1209-1212, 
2013

H. Bannai, M. Nemoto, 
K. Tsujimura, T. Yamanaka, 
T. Kondo, T. Matsumura

Development of a focus-reduction 
neutralizing test for detecting equine herpesvirus 
type-1-neutralizing antibodies. 

J. Vet. Med. Sci. 
75 （9）, 1261-1265, 
2013 

（Y. Oue, Y. Morita）, T. Kondo, 
M. Nemoto

Epidemic of equine coronavirus at Obihiro 
Racecource, Hokkaido, Japan in 2012. 

J. Equine Sci. 
24（4）, 71-74, 2013

H. Bannai, M. Nemoto, 
K. Tsujimura, T. Yamanaka, 
T. Kondo, T. Matsumura

Improving a complement-fixation test for 
equine herpesvirus type-1 by pretreating sera 
with potassium periodate to reduce 
non-specific hemolysis.

【生産育成研究室】

J. Vet. Med. Sci.
75（1）, 11-15, 2013

（AP. Yba � ez）, F. Sato, Y. Nambo, 
（T. Fukui, T. Masuzawa, 
N. Ohashi, K.Matsumoto,
T.Kishimoto, H.Inokuma）

Survey on tick-borne pathogens in 
thoroughbred horses in the Hidaka district, 
Hokkaido, Japan

J. Vet. Med. Sci.
75（1）, 37-41, 2013

H. Murase, （S. Sakai, K. Kusano, 
S. Hobo）, Y. Nambo

Serum zinc levels and their relationship
with diseases in racehorses

J. Vet. Med. Sci.
75（3）, 369-371, 2013

（T. Yamaguchi, Y. Endo）, 
Y. Nambo, F. Sato,（N. Sasaki, 
K. Yamada）

Evaluation of motion correction processing 
in equine bone scintigraphy by Scheffe's 
Method of paired comparisins

Repro. Domestic Animals
48, 423-428, 2013

（H. Zhang, K. Nagano, 
K.Imakawa）, Y. Nambo,
 （G.Watanabe, K.Taya, Q.Weng）

Expression of inhibin / activin subunits in 
the equine uteri during the early pregnancy

J. Equine Sci.
24（2）, 25-29, 2013

（M. Ishii, T. Aoki, K. Yamakawa,
 F. Magata, C. Gojo, K. Ito,
 M. Kayano）,Y. Nambo

Relationship between the placental retention 
time and the reproductive performance at the 
foal heat in thoroughbred and a comparison with 
heavy draft

J. Equine Vet. Sci.
33（4）, 279-286, 2013

（K. Korosue）, H. Murase, 
F. Sato, （M. Ishimaru, 
G. Watanabe, T. Harada, 
K. Taya）, Y. Nambo

Changes in serum concentrations of prolactin, 
progestagents, and estradiol -17 β  and 
biochemical parameters during peripartum in an 
agalactic mare

J. Equine Vet. Sci.
33（12）, 1064-1067, 
2013

（T. Aoki, Y. Inoue）, H. Murase,
（Y. Asai）, Y. Nambo, （M. Ishii）

Relationship between fertikity at foal heat and 
blood biochemistry parameters monitored during 
the peripartum period in thoroughbred mares

J. Reproduction and 
Development
59（1）, 85-91, 2013

（Y. Tachibana, Y. Nakano,
 K. Nagaoka, M. Kikuchi）,
 Y. Nambo, （S. Haneda, 
M. Matsui, YI. Miyake,
 K. Imakawa）

Expression of endometrial immune-related 
genes possibly functioning during early 
pregnancy in the mare

J. Animal Sci.
91（12）, 5599-5604,
2013

（T. Onoda, R. Yamamoto,
 K. Sawamura, Y. Inoue）,
 H. Murase, Y. Nambo,
 （T. Tozaki）, A. Matsui, 
（T. Miyake, N. Hirai）

Empirical growth curve estimation considering 
multiple seasonal compensatory growths of 
body weights in Japanese thoroughbred colts 
and fillies
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　２）学会および研究会

発表年月学会名・研究会名発　　表　　者題　　　　　　　名

【企画調整室】

H25.3第47回
日仏獣医学会
研究例会

安斉　了馬と競馬と伝染病

H25.3第155回
日本獣医学会
学術集会

上野儀治馬感染症・臨床実習プログラムの概要

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

平賀　敦アハルテケとトルクメニスタンの競馬

【運動科学研究室】

H25.3第155回
日本獣医学会学術集会

間　弘子JRAにおける女性獣医師

H25.4Experimental
Biology 2013

○K. Mukai, （Y. Kitaoka）, 
H. Ohmura, T. Takahashi,
A.Matsui, H. Aida

Acute high-intensity exercise increases the nuclear 
abundance of PGC-1 α in equine skeletal muscle

H25.8第2回
生態機構制御研究会

間　弘子競走馬のトレーニングに関する研究紹介

H25.8第2回
生態機構制御研究会

高橋敏之競走馬のバイオメカニクス研究について

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○大村　一、間　弘子馬の麻酔回復期における心拍変動解析

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

○高橋敏之、間　弘子競走期における成長による体重増加と
季節変動について

  誌名・巻・頁・年著　　　　　　者　題　　　　　　　名

北海道獣医師会雑誌
57(9), 463-471, 2013

佐藤文夫若馬における咽喉頭部内視鏡検査所見につい
て

Reproductive Medicine and 
Biology
12（3）, open access

（M. Terada, Y. Horii）, F. Sato, 
（K. Taniguchi, T. Hori,
 E. Kawakami, T. Tsutsui,
 T. Akimoto, M. Shinoda, 
T. Saito）

Time-dependent changes in cardiovascular 
function during copulatory behavior induced 
by the hand method in the male dog

J. American Vet.
 Med. Association
242（2）, 242-248, 2013

（K. Korosue）, H. Murase, 
F. Sato, （M. Ishimaru）, 
Y. Kotoyori, K. Tsujimura,
 Y. Nambo

Comparison of pH level and refractometry 
index with calcium concentrations in  
preparturient mammary secretions

Animal Sci. J.
84（12）, 782-789, 2013

（M. Numata, T. Kondo）, 
Y. Nambo, （Y. Yoshikawa,
 G. Watanabe, K. Orino）

Change of antibody levels to ferritin in the 
sera of foals after birth : Possible passive 
trancfer of meternal anti-ferritin autoantibody via 
colostrum and age-related anti-ferritin 
autoantibody production

J. Equine Sci.
24（4）, 63-69, 2013

（T. Onoda, R. Yamamoto, 
K. Sawamura）, H. Murase,
 Y. Nambo, （Y. Inoue）, 
A. Matsui, （T. Miyake, N. Hirai）

Empirical Percentile Growth Curves with 
Z-scores Considering Seasonal Compensatory 
Growths for Japanese Thoroughbred Horses
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発表年月学会名・研究会名発　　表　　者題　　　　　　　名

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○北岡　祐）、向井和隆、
間　弘子、平賀　敦、
（八田秀雄）

サラブレッドにおける一過性運動が乳酸
トランスポーター（MCT)の発現に及ぼす影響

【臨床医学研究室】

H25.2第15回
護蹄研究会

○桑野睦敏、（諫山太郎、
小林　稔、田中二寿、
伊藤敏明）

消毒薬パコマを用いた蟻洞の治療効果の
検証

H25.3 第12回
日本再生医療学会
総会

（○新井克彦、宮原志穂璃、
湯田洋平、丸山勝弘）、
笠嶋快周、桑野睦敏

馬の骨由来間葉系幹細胞のコラーゲンゲル内
における腱分化形質の発現特性

H25.8第6回
SHCカンファレンス
2013

○田村周久、笠嶋快周超音波エラストグラフィの浅屈腱炎診断への
応用に関する研究

H25.9第64回
北海道獣医師大会
平成25年度
北海道地区三学会

○桑野睦敏、丹羽秀和、
（小林　稔、諫山太郎）

消毒薬パコマを用いた角質分解細菌感染症
の治療効果

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○守山秀和、笠嶋快周、
桑野睦敏

馬における培養角膜上皮移植術の応用

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○田村周久、加藤智弘、
（額田紀雄）、関　一洋、
笠嶋快周

馬浅屈腱炎の治癒過程における
腱組織内の血管新生とその消失

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（○阿部広大、小川　智、
宮原志穂璃、湯田洋平）、
笠嶋快周、桑野睦敏、
（佐々木一昭、下田　実、
新井克彦）

ウサギ実験的腱損傷の治癒過程に及ぼす
GSK-3阻害剤の影響

H25.112013
International Equine
Conference 
on Laminitis and Diseases

○A. Kuwano, H. Niwa, 
（A. Ookuma, K. Arai）

Horn-degrading bacteria associated with
"Gidoh in Japanese" in throughbred 
horses and the antimicrobial 
susceptibility

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

○福田健太郎、笠嶋快周、
桑野睦敏、（河合美菜子、
宮田浩文）

多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma:PRP)
がウマ骨格筋組織におよぼす影響について

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

○守山秀和、笠嶋快周、
桑野睦敏、（和田信也）

培養角膜上皮移植によるウマ角膜の再生

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

○琴寄泰光、（土屋　武）、
福田健太郎、桑野睦敏

デキストリン経口投与によるウマの食餌性
蹄葉炎発症モデル作成の検討

【微生物研究室】

H25.3第53回獣医病理学研修会○村中雅則馬の肺

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○片山芳也、村中雅則、
辻村行司、上野孝範、
松村富夫

妊娠馬へのEHV-1の実験的感染における
初期病態

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（○林　秀承）、村中雅則、
片山芳也、（筏井宏実）

馬脳脊髄糸状虫症の診断用抗原のスクリーニング

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（関塚剛史、三好洋嗣）、
丹羽秀和、木下優太、
（黒田　誠、楠本正博、
李　健一、岩田剛敏、
針生和久）、片山芳也、
（○秋庭正人）

馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列
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発表年月学会名・研究会名発　　表　　者題　　　　　　　名

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（林田京子、阿部貴志、
森　亜紀奈、松田基夫）、
安斉　了、丹羽秀和、
（○杉本千尋）

国内において流行した馬伝染性子宮炎菌
（Taylorella equigenitalis）の全ゲノム配列
情報に基づく疫学的解析

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（○黒田泰輔、永田俊一）、
木下優太、丹羽秀和、
（石川裕博、額田紀雄、
針生和久、帆保誠二）

競走馬の細菌性胸膜炎における抗菌薬
投与法の検討

H25.12 日本ウマ科学会 
第26回学術集会

○木下優太、丹羽秀和、
片山芳也、針生和久

LAMP法によるTaylorella equigenitalis
およびTaylorella asinigenitalisの迅速検出

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○原田健弘、小山　毅、
齊藤真里子、織田康弘、
堀内基広、末吉益雄、
宮山大志）、片山芳也、
丹羽秀和

国内で初めて病理学的に馬増殖性腸炎と
診断した１症例

H25.12 日本ウマ科学会
第26回学術集会

○村中雅則、（新崎裕太、
越智章仁）、上野孝範、
片山芳也

原始神経外胚葉性腫瘍と診断された１症例

H25.12第3回家畜感染症学会○木下優太、丹羽秀和、
片山芳也

LAMP法によるStreptococcus zooepidemicus
の迅速検出およびDNA抽出法の検討

【分子生物研究室】

H25.32nd Internationala 
Symposium on Neglected 
Influenza Viruses, Ireland

○T. Yamanaka, H. Bannai, 
K. Tsujimura, M. Nemoto, 
T. Kondo

Comparison of the virucidal effects of disinfectants 
against equine influenza A virus

H25.5 第28回
ヘルペスウイルス研究会

○辻村行司、坂内　天、
根本　学、山中隆史、
近藤高志

ウマヘルペスウイルス1型国内分離株の薬剤感受性
に関する研究

H25.6第27回
インフルエンザ
研究者交流の会

○山中隆史、坂内　天、
根本　学、辻村行司、
近藤高志、
（左　一八、鈴木　隆）

馬の呼吸器由来細菌が引き起こすノイラミニダーゼ
阻害薬のウイルス増殖抑制効果の低下

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○辻村行司、坂内　天、
根本　学、山中隆史、
近藤高志

低温環境下でのウマヘルペスウイルス1型に対する
各種薬剤の消毒効果の検討

H25.12第3回
家畜感染症学会学術集会

○根本　学、坂内　天、
辻村行司、山中隆史、
近藤高志

ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効果
の検討

【生産育成研究室】

H25.2HBA
年次発表会2013

○村瀬晴崇、上野孝範、
（伊藤克己）

眼球突出および著しい削痩を呈した一症例

H25.9平成25年度
獣医学術北海道地区学会

（○敷地光盛）、南保泰雄、
（生産地疾病等調査研究
チーム）

プロジェステロンおよびエストラジオール濃度
測定法を用いたサラブレッド妊娠馬の流産予知
および予後診断

H25.9第106回
日本繁殖生物学会大会

（○徳山翔太、香西圭輔、
登石裕子、角田修男、
田谷一善、阪谷美樹、
高橋昌志）、南保泰雄、
（奥田　潔）

ウマ子宮内膜のprostaglandin F2alpha(PGF）
分泌調節における自己増幅機構の存在

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（○敷地光盛、伊藤克己）、
村瀬晴崇、佐藤文夫、
（頃末憲治、永田俊一）、
南保泰雄

プロジェステロンおよびエストラジオール濃度
測定法を用いたサラブレッド妊娠馬の流産予知
および予後診断
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発表年月学会名・研究会名発　　表　　者題　　　　　　　名

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（○村山　霞）、南保泰雄、
（角田修男、田谷一善、
谷山弘行、折野宏一、
渡辺清隆、大野真美子、
大滝忠利、津曲茂久）

妊娠期間中におけるウマ子宮および胎盤での
ラクフェリン発現

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○佐藤文夫、（後藤紀貴）、
村瀬晴崇、南保泰雄、
（二宮　茂）

分娩後サラブレッド繁殖牝馬における親子関係
構築に関する行動発現の推移

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

○村瀬晴崇、（齋藤重彰、
天谷友彦）、南保泰雄

抗ミュラー管ホルモン（AMH）における潜在
精巣の診断

H25.9第156回
日本獣医学会学術集会

（○金井功太、前田洋佑、
大塚浩通）、丹羽秀和、
針生和久、村瀬晴崇、
佐藤文夫、南保泰雄、
（及川正明）

サラブレッド仔馬における生後3ヶ月齢までの
免疫細胞の分化成熟およびRhodococcus equi 
可溶化抗原に対する反応性の経時的変化

H25.9日本畜産学会
第117回大会

（○二宮　茂、後藤紀貴）、
佐藤文夫、村瀬晴崇、
南保泰雄

サラブレッド繁殖牝馬における授乳忌避行動の
発現とその原因の探査

H25.11第72回
日本体力医学会
中国・四国地方会

（○菊野理佳、谷口哉絵）、
佐藤文夫、（戸崎晃明、
宮田浩文）

競走馬のミオスタチン遺伝子多型と骨格筋
繊維特性

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○松谷陽介）、村瀬晴崇、
（河合正人）

ビートパルプ混合飼料を給与したサラブレッド
による採食量、採食時間および糞発酵性状

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○樋山沙織）、村瀬晴崇、
（渡辺　元）

GPSを用いた昼夜放牧環境下の子馬の行動解析

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○田辺智樹、中辻浩喜）、
佐藤文夫、（服巻滋之）

GPSを用いたサラブレッド種育成馬の放牧地
における移動行動解析

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○金井功太、前田洋佑）、
村瀬晴崇、佐藤文夫、
南保泰雄、（大塚浩通）

交配後のサラブレッド種雌馬のT細胞サブセット
におけるプロジェステロン関連遺伝子の変化

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○佐々木遥菜）、佐藤文夫、
南保泰雄、（松原和衛）

ウシ超早期妊娠因子精製用アフィニティー
カラムを用いたウマ超早期妊娠因子の精製
に関する研究

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○高橋佑治、石川裕博、
赤井 誠、横田貞夫）、
南保泰雄

栗東トレーニング・センターに在厩している
競走馬の発情調査

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○福田一平、前田洋佑）、
村瀬晴崇、佐藤文夫、
（片桐成二）、南保泰雄

サラブレッドの子宮、胎盤、胎子性腺および
副腎におけるインヒビン・アクチビンmRNA
の発現

H25.12日本ウマ科学会
第26回学術集会

（○山田一孝）、佐藤文夫、
（堀内雅之）、南保泰雄、
（樋口　徹、古林与志安）

病理解剖前のAi（Autopsy imaging)が有用であった
育成馬の1例

H25.12第18回
日本生殖内分泌学会
学術集会

○南保泰雄、村瀬晴崇、
（樋口　徹、加藤　淳、
中路義宏、長嶺夏子）、
佐藤文夫、（B.A.Ball）

サラブレッド雌ウマにおける卵巣顆粒膜細胞腫
に対する抗ミューラー管ホルモン濃度測定

H25.1259th Annual Convention 
of American Association 
of Equine Practitioners

○F. Sato, （T. Omura, 
M. Ishimaru, K. Korosue,
Y. Endo), H. Murase, 
Y. Nambo, （E. Yamashita)

Effects of Daily Administration of astaxanthin and 
L-Carnitine Supplement on Exercise-Induced Muscle 
Damage and Incidence Rate of Tying-Up Syndrome 
in Horses
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　３）第55回競走馬に関する調査研究発表会（H25．12.2）

発　　表　　者題　　　　　　　名

【総務課】

（○今泉信之・浅川敬之・高田順一）・三品次郎・
（美濃又哲男）

地下部形態的特性の異なるノシバ系統を混植した場合の
生育状態について

【運動科学研究室】

（○東樹宏太・吉原英留・桂嶋勇輔・高橋佑治・
大塚 佑・野村基惟・岩本洋平・塩瀬友樹）・
大村　一・（額田紀雄・吉原　恵・岡崎健之）

吸収性螺子の有用性についての検討（第２報）

（○田中弘祐）・高橋敏之・（畠添　孝・青木　修）・
平賀　敦

当歳馬の肢蹄異常の実態調査（第１報）

○高橋敏之・大村　一・向井和隆・松井　朗・
間　弘子

襲歩による筋疲労が速歩時の浅・深指屈腱、繋靭帯の
力に及ぼす影響

○向井和隆・大村　一・高橋敏之・松井　朗・
間　弘子・（北岡　祐）

一過性の短時間高強度運動は中殿筋の核PGC-1 α
発現量を増加させる

○松井　朗・向井和隆・大村　一・高橋敏之・
間　弘子

給与飼料の種類が競走馬のエネルギー利用に与える影響

【臨床医学研究室】

（○冨成雅尚・頃末憲治・秋山健太郎）・岡野　篤
・笠嶋快周

育成期の浅屈腱肥大の発生状況および将来に及ぼす
影響

（○飯森麻衣）・関　一洋・（山�洋祐・前田益久）
・笠嶋快周・（川崎和巳)

屈腱部超音波検査で低エコー像を認めない症例の予後

○笠嶋快周・田村周久・（額田紀雄）・関　一洋平地競走馬の腱損傷に対する幹細胞移植治療の
臨床試験成績

（○竹田信之・能登拓巳・諫山太朗・山口智史）・
田村周久・加藤智弘

蹄骨が内側にローテーション（ユニラテラル・ローテーション）
した慢性蹄葉炎に対する装蹄療法の１症例

○福田健太郎・高橋敏之・桑野睦敏競走中の腕節構成骨々折に関連する発症要因について

【微生物研究室】

（○遠藤祥郎）・丹羽秀和・村瀬晴崇・木下優太・
片山芳也・針生和久・佐藤文夫・南保泰雄・
（冨成雅尚・石丸睦樹・秋山健太郎・末吉益雄)

JRAホームブレッドに認められたLawsonia intracelluraris
感染症

（○新崎裕太・黒田泰輔・立野大樹・額田紀雄）・
丹羽秀和・木下優太・片山芳也

馬臨床獣医師におけるMRSA保菌調査　第２報

（○黒田泰輔・吉原英留・立野大樹・額田紀雄）・
木下優太・丹羽秀和・片山芳也・（塩瀬友樹）

競走馬のClostridium difficile感染症（CDI)に対する
メトロニダゾールを用いた治療法について

○丹羽秀和・木下優太・片山芳也・（加藤はる・
黒田泰輔・桂嶋勇輔・吉原英留・額田紀雄）

クロストリジウム・ディフィシル感染症発症馬と術後入院
した非発症馬から分離された株の遺伝学的性状の解析

○上野孝範・丹羽秀和・山中隆史・（遠藤祥郎）・
佐藤文夫

1-3 ヶ月齢の子馬における気管洗浄液中
Pneumocystis carinii遺伝子量の推移

【分子生物研究室】

（○大出浩隆・太田 稔）・坂内　天・辻村行司・
近藤高志

トレーニング・センターにおける馬鼻肺炎ワクチン接種体制
変更前後の流行状況調査

○坂内　天・根本　学・辻村行司・山中隆史・
近藤高志・（前　尚見・立野大樹・大出浩隆・
太田　稔）

トレーニング・センター 3歳馬に対する馬鼻肺炎ワクチン
全頭接種による集団免疫効果

◯山中隆史・坂内　天・根本　学・辻村行司・
近藤高志・松村富夫

静脈内投与が可能な抗インフルエンザ治療薬（ペラミビル）
の馬インフルエンザ治療への応用
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　４）第41回生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム（H25.7.11）

発　　表　　者題　　　　　　　名

【微生物研究室】

木下優太シンポジウム　H22～24年度生産地疾病等調査研究
「馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査」成績報告
細菌感染症のサーベイランス

片山芳也原因不明斃死馬等の感染病理学的調査

【分子生物研究室】

辻村行司シンポジウム　H22～24年度生産地疾病等調査研究
「馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査」成績報告
ウイルス感染症のサーベイランス

【生産育成研究室】

村瀬晴崇シンポジウム　H22～24年度生産地疾病等調査研究
「繁殖牝馬の流産予知および胎子検査に関する研究」成績報告
妊娠馬の胎子検査の現状と展望
超音波による胎子検査

　５）第30回馬感染症研究会・研究部会（H25.10.25）

発　　表　　者題　　　　　　　名

【微生物研究室】

片山芳也EHV-1の実験感染における子宮・胎盤病変

【分子生物研究室】

山中隆史犬インフルエンザウイルス（H3N8）感染犬から馬への異宿主伝播の可能性

発　　表　　者題　　　　　　　名

【生産育成研究室】

○村瀬晴崇・南保泰雄・（齋藤重彰・天谷友彦）抗ミューラー管ホルモン（AMH）による潜在精巣
の診断

（○竹部直矢）・佐藤文夫・（中井健司・頃末憲治・
石丸睦樹・戸崎晃明・栫　裕永・廣田桂一・
側原　仁・E.W. HILL）

サラブレッドにおけるミオスタチン遺伝子多型と持久力
との関係

（○戸崎晃明・栫　裕永・廣田桂一・側原　仁）・
佐藤文夫・（石丸睦樹）・南保泰雄

LCORL遺伝子多型がサラブレッドの体型に及ぼす影響



Ⅲ．普及および技術協力
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１．執筆および刊行物
　１）専門書への執筆（教材・単行本・パンフレット・ＣＤ・ＤＶＤなど）　

発行年月　出　版　社執　筆　者書　名：標　題

H25.10中央畜産会安斉　了馬伝染性子宮炎
技術研修用テキスト

H25.10近代出版安斉　了牛病学　第三版

H25.12丸善出版大村　一、桑野睦敏、
佐藤文夫、高橋敏之、
南保泰雄、平賀　敦、
松井　朗

競走馬ハンドブック

H25.12PHP研究所石田信繁（監修）ウマ大図鑑

　２）機関誌「馬の科学」への執筆（vol.50，2013）

（巻）頁著　　　　　者題　　　　　　　　　　　名

【企画調整室】

（1）2～6安斉　了・（鎌田正信）・丹羽秀和・
（江口正志・西　英機）

馬伝染性子宮炎は清浄化された

（1）16～21安斉　了「馬の科学」の足跡～その1
獣医技術の時代（1965～1979）

（2）141～146安斉　了「馬の科学」の足跡～その2
発展と充実の時代（1980～1997）

（3）190～194安斉　了「馬の科学」の足跡～その３
創意工夫の時代（1998～2013）

（3）195～197関口　隆装蹄歴史案内

（4）312～314関口　隆装蹄歴史案内
第2回　馬医と伯楽

【運動科学研究室】

（1）29～36向井和隆運動時の骨格筋におけるエネルギー代謝に関する研究

（4）319～322向井和隆2013　実験生物学会

【臨床医学研究室】

（1）22～25福田健太郎アカデミック・ライティング入門講座について
－英語で科学論文を書くコツについて－

（2）157～159笠嶋快周第3回北米再生医療獣医師会議

（3）198～207桑野睦敏知っておきたい蹄のトラブルとその対策
－アメリカの矯正装蹄の紹介　PartⅡ－

（4）315～318琴寄泰光・高橋敏之・（草野寛一）・
桑野睦敏

競走馬の運動器損傷を軽減するために
今何が求められているか

【常磐支所】

（4）304～311加藤智弘競走馬総合研究所常磐支所50周年記念事業
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（巻）頁著　　　　　者題　　　　　　　　　　　名

【管理調整室】

（1）10～11針生和久競走馬の下痢症の発生状況に関する調査

（1）37～39松村富夫第16回馬の国際間移動に関する委員会（IMHC）報告書

（1）49～54杉浦健夫エクワイン・ディジーズ・クウォータリー（2012年3号）
の紹介

（2）149～156松村富夫・山中隆史・坂内　天・
丹羽秀和

第9回国際馬伝染病会議

（2）160～165杉浦健夫エクワイン・ディジーズ・クウォータリー（2012年4号）
の紹介

【微生物研究室】

（1）12～15片山芳也・上野孝範・（小山　毅）・
村中雅則・（浅野明弘）・針生和久

サラブレッド当歳馬の心臓に見られた心筋の多発性
巣状壊死と線維化

【分子生物研究室】

（1）7～9坂内　天・根本　学・辻村行司・
山中隆史・近藤高志・松村富夫

馬鼻肺炎ウイルス補体結合反応における判定困難例
とその改善

（4）295～297辻村行司・（山本敦子）・坂内　天・
根本　学・山中隆史・（信本聖子）・
近藤高志

生産地における馬ヘルペスウイルス1型感染症の
サーベイランス

（3）242～246近藤高志エクワイン・ディジーズ・クウォータリー（2013年1号）
の紹介

（4）323～325山中隆史2013年度の国際馬インフルエンザ専門会議に出席して

（4）326～331近藤高志エクワイン・ディジーズ・クウォータリー（2013年2号）
の紹介

（4）332～333近藤高志生産地疾病等調査研究
－馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査
（2010年～2012年）－　報告（1）

【生産育成研究室】

（1）40～48村瀬晴崇・南保泰雄第5回ウエストコースト馬繁殖シンポジウム

（3）177～186（頃末憲治）・村瀬晴崇・佐藤文夫・
（石丸睦樹・原田健弘・渡辺　元・
田谷一善）・南保泰雄

非分娩馬への泌乳誘発および乳母としての利用

（3）108～212村瀬晴崇・南保泰雄第5回ウエストコースト馬繁殖シンポジウム　第2報

（4）284～294（頃末憲治）・村瀬晴崇・佐藤文夫・
（石丸睦樹）・琴寄泰光・南保泰雄

初乳摂取前後の初乳のBrix値の差および子馬の
血清総タンパク濃度の差の測定による子馬の移行
免疫不全症の診断法
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　３）各種雑誌への執筆（優駿、競走馬、パドックなど）

発行年月名、巻、号、頁執筆者題　　　　　　　　　　　名

H25.4ヒポファイル
52号、26～29

蘆原永敏未来の馬獣医師のために

H25.10ヒポファイル
54号、9～12

安斉　了馬の防疫、その基本
大切な愛馬を伝染病から守るために

H25.10優駿10月号、97高橋敏之ファンにやさしい馬学講座
第20回スタートのメカニズム１
ゲートを出るときの走り方

H25.11優駿11月号、95高橋敏之ファンにやさしい馬学講座
第2１回スタートのメカニズム2
走り出すときの手前とコースの関係

H25.12優駿12月号、97高橋敏之
向井和隆

ファンにやさしい馬学講座
第22回スタートのメカニズム3
ピッチとストライドの関係と心拍数

H25.1BTCニュース、90号、7～10佐藤文夫若馬の昼夜放牧管理について

H25.10BTCニュース、93号、11～13高橋敏之三冠馬の走り方について

H25.10BTCニュース、94号、11～13向井和隆休養がサラブレッドの馬体に及ぼす影響

H25.3 蹄、3月号、19～21関口　隆技術と知識
装蹄歴史散歩　
その2／第1回全国装蹄師競技大会

H25.3 蹄、3月号、29～37竹田和正技術と知識
香港競馬見聞記

H25.9 蹄、9月号、32～36高橋敏之・
（青木　修）

技術と知識
競走馬、おもしろ”バイオメカにクス”講座
～バイオメカニクスと馬の走り～

H25.3 ぱどっく、vol.36、2、18平賀　敦サラブレッドのスポーツ科学
運動とグリコーゲン

H25.5 ぱどっく、vol.36、3、16守山秀和ウマの医学
愛馬のSOSを見逃さないで！
－ホントは身近な競走馬の眼疾患-

H25.5 ぱどっく、vol.36、3、18平賀　敦サラブレッドのスポーツ科学
トレーニングを考える

H25.7ぱどっく、vol.36、4、18平賀　敦サラブレッドのスポーツ科学
運動と反復トレーニング1

H25.9 ぱどっく、vol.36、5、18平賀　敦サラブレッドのスポーツ科学
運動と反復トレーニング2

H25.11ぱどっく、vol.36、6、20平賀　敦サラブレッドのスポーツ科学
運動と反復トレーニング3

H25.3 週刊競馬ブック、3月25日号、74平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
スポーツ科学編
心臓と不整脈1

H25.5 週刊競馬ブック、5月6日号、92平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
スポーツ科学編
心臓と不整脈2

H25.6 週刊競馬ブック、6月17日号、92平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
運動生理学編
心房細動1
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H25.7週刊競馬ブック、7月29日号、80平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
運動生理学編
心房細動2

H25.9 週刊競馬ブック、9月9日号、80平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
運動生理学編
心房細動3

H25.10 週刊競馬ブック、10月21日号、87平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
運動生理学編
血液による酸素運搬

H25.12週刊競馬ブック、12月2日号、90平賀　敦競走馬のスポーツサイエンス
運動生理学編
スーパーアスリート

H25.1馬事通信（718）,12村瀬晴崇強い馬づくり最前線66
非分娩馬（空胎馬）を乳母として利用する方法

H25.2 馬事通信（719）,8佐藤文夫強い馬づくり最前線71
分娩後初回発情における種付けの生産性

H25.2 馬事通信（720）,8平賀　敦強い馬づくり最前線72
反復トレーニング①

H25.3 馬事通信（721）,8平賀　敦強い馬づくり最前線73
反復トレーニング②

H25.6 馬事通信（728）,4佐藤文夫強い馬づくり最前線80
サラブレッドの距離適正に関わるミオスタチン
遺伝子について

H25.7馬事通信（730）,4村瀬晴崇強い馬づくり最前線82
放牧草の採食量と問題点

H25.9 馬事通信（733）,6村瀬晴崇強い馬づくり最前線85
栄養管理のコンサルタントの実際

H25.10馬事通信（735）,6村瀬晴崇強い馬づくり最前線87
バランサー？それともコンプリート？

H25.12馬事通信（740）,4南保泰雄強い馬づくり最前線92
最新の繁殖体系
-妊娠鑑定のタイミング　欧米との違い-

H25.12EQUUS、12月号高橋敏之サラブレッドのバイオメカニクス

H25.3農業共済新聞
「北海道営農技術版」、3月3週号

南保泰雄馬の飼養管理について

H25.9北海道獣医師会雑誌、57巻、9号南保泰雄職場紹介
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　４）図書および資料の編集刊行

配付実績（部数）
部　数印　刷

（頁）
規　格
（判）名　　　　　　　　　　　称

海外国内

16×41759×41800×4398A4馬の科学vol.50

333840074A4平成24年度競走馬総合研究所年報

0806100040A4第55回競走馬に関する調査研究発表会
プログラム・講演要旨

080080079A4平成25年度馬防疫検討会「馬感染症研究会」
技術部会・研究部会　講演要旨集（編集のみ）

２．研修･講習会など
　１）講習会

　　�　講師派遣（外部）

開催年月日講　師内　　　　　容研修会・講習会名（主催者／場所）

【本所】

H25.2.6安斉　了馬と競馬とJRA競走馬総合研究所鹿沼東ロータリークラブ講演
（鹿沼東ロータリークラブ／鹿沼商工会議所）

H25.2.15上野儀治跛行診断について認定装蹄師養成講習会
（日本装蹄師会／装蹄教育センター）

H25.2.20桑野睦敏蹄病の病理

H25.7.19松井　朗競走馬の護蹄管理と栄養

H25.9.10大村　一競走馬の運動科学

H25.11.27高橋敏之馬のバイオメカニクスについて

H25.12.13笠嶋快周屈腱炎の発生と病態について

H25.12.16安斉　了馬の衛生対策とその関連法規

H25.2.22高橋敏之競走馬のバイオメカニクス平成24年度調教師等人材育成研修会
（神奈川県調教師会／神奈川県調騎会館）

H25.2.28笠嶋快周馬の獣医療と再生医療の現状
について

第1回二国間共同研究講演会
（横浜市立大学／同）

H25.3.7安斉　了馬と競馬と伝染病第47回日仏獣医学会研究例会
（日仏獣医学会／日仏会館）

H25.4.17高橋敏之馬場が馬の蹄に与える力について
装蹄が馬の走行フォームに与える
影響について

装蹄技術向上研修会
（日本装蹄師会／装蹄教育センター）

H25.6.10高橋敏之競馬に関する学術的研究
サラブレッド編

筑波大学総合科目「競馬の世界」
（筑波大学／同）

H25.6.18大村　一馬の臨床日本獣医生命科学大学獣医学部特別講義
（日本獣医生命科学大学／同）
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開催年月日講　師内　　　　　容研修会・講習会名（主催者／場所）

H25.6.18安斉　了馬の飼養管理と防疫馬の飼養管理と防疫に関する講習会
（遠野市畜産振興公社／遠野市庁舎）

H25.6.24、
7.1

桑野睦敏大動物臨床学　「ウマの臨床」東京大学農学部講義（東京大学／同）

H25.7.25高橋敏之各競馬場における事故率の基準値渉外・事故防止委員会講演
（日本馬主協会連合会／六本木事務所）

H25.8.20間　弘子

高橋敏之

競走馬のトレーニングに関する
研究紹介
競走馬のバイオメカニクス研究
について

第2回生体運動制御共同研究委員会講演会
（生体運動制御共同研究委員会／慶應義塾大学）

H25.11.16上野儀治競走馬のノドの病気について福島馬主協会会員研修会
（福島馬主協会／福島競馬場）

H25.11.22桑野睦敏運動器疾患への蹄疾患の関与畜種別疾病講習会
（鹿児島大学／同）

H25.11.20安斉　了わが国の競走馬の飼養管理
ならびに防疫

北里大学獣医学部講義
（北里大学／同）

H25.11.27松井　朗今さら聞けないサラブレッドの栄養学育成技術講習会
（競走馬育成協会／新ひだか町公民館）

H25.12.6笠嶋快周屈腱炎の再生医療
骨髄液に含まれる幹細胞を利用した
臨床研究

平成25年度
第2回動物医薬品検査所特別講演会
農林水産省動物医薬品検査所／同）

H25.12.9松井　朗馬のスポーツ栄養指導者養成講習会
（日本馬術連盟／馬事畜産会館）

H25.12.11上野儀治競走馬診療の実際
運動器疾患について

競走馬理化学研究所馬学講座
（競走馬理化学研究所／同）

H25.12.18桑野睦敏蹄鞘と蹄骨の位置関係平成25年度
軽種馬経営高度化指導研修
（日本軽種馬協会／日高軽種馬農業協同組合）

H25.12.18大村　一馬のトレーニング理論指導者養成講習会
（日本馬術連盟／馬事畜産会館）

【栃木支所】
H25.1.17山中隆史馬インフルエンザに関する講演

および技術指導
化血研菊地研究所セミナー
（化血研菊地研究所／同）

H25.5.24近藤高志馬の飼養と疾病対策家畜衛生講習会（基本講習会）
（農林水産省／動物衛生研究所）

H25.7.11
～12

山中隆史人獣共通感染症学講義および実習宮崎大学農学部獣医学科講義および実習
（宮崎大学農学部／同）

H25.8.22～23丹羽秀和平成２５年度馬パラチフスマイクロ
凝集反応技術研修会講師

平成２５年度馬パラチフスマイクロ凝集反応技術
研修会
（動物検疫所/同大会議）

H25.9.30松村富夫馬鼻肺炎防疫対策の現状と今後の展望
について

平成２５年度第１回軽種馬飼養農場等の自主防疫
推進検討会（（公社）北海道家畜畜産物衛生指導協会
／北海道獣医師会館）

H25.11.27山中隆史日本における馬感染症の現状山口大学連合獣医学研究科講義
（山口大学大学院連合獣医学研究科／同）
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開催年月日講　師内　　　　　容研修会・講習会名（主催者／場所）

【生産育成研究室】

H25.1.16～17南保泰雄馬の出産前後の管理育成調教技術者研修
（（公社）軽種馬調教センター／同日高事業所）

H25.1.21南保泰雄軽種馬の繁殖管理について講義「馬学」
（静内農業高校／同）

H25.2.21～22南保泰雄The Current State of the Horse Breeding 
Industry, Practices, and Research in Japan

ソウル大学獣医学部とのジョイントワーク
ショップ
（岐阜大学連合獣医学研究科／フクラシア浜松町）

H25.2.28佐藤文夫馬のスピード遺伝子三石軽種馬生産振興会講習会
（三石軽種馬生産振興会／JA三石）

H25.3.5佐藤文夫馬の生産から育成について農用馬生産に係る協議会
（上川生産農業協同組合連合会／農業会館）

H25.6.6佐藤文夫軽種馬生産における分娩後初回
発情交配について考える

学際領域特別講義
（岐阜大学連合獣医学研究科／岩手大学）

H25.6.19南保泰雄分娩前後の注意点について
主な疾病及びその対処について

韓国生産者向け講習会
（日高軽種馬農業協同組合／静内支所）

H25.8.3村瀬晴崇日高育成牧場の研究成果について大樹レーシングクラブ講習会
（大樹レーシングクラブ／ビクトリーホースランチ）

H25.8.29佐藤文夫馬について学ぼう馬文化出前事業
（北海道日高振興局/浦河町立堺町小学校）

H25.10.8南保泰雄競走馬の生産について日高の自然に関する出前講義
（北海道浦河高等学校／同）

H25.11.1南保泰雄馬について学ぼう馬文化出前授業
（北海道日高振興局／浦河町立浦河東部小学校）

H25.11.12佐藤文夫生産・育成牧場の見学日高の自然に関する出前講義
（北海道浦河高等学校／日高育成牧場）

H25.11.13,
15

村瀬晴崇馬の栄養育成調教技術者研修
（（公社）軽種馬調教センター／同日高事業所）

H25.11.14南保泰雄馬について学ぼう馬文化出前授業
（北海道日高振興局／浦河町立浦河小学校）

H25.11.20南保泰雄繁殖牝馬・当歳馬の管理について軽種馬後継者研修
（（公社）日本軽種馬協会／同静内種馬場研修所）

H25.11.20村瀬晴崇軽種馬に係わる新しい病気馬女ネット第3回座学研修会
（日高女性軽種馬ネットワーク
／日高農業共同組合）

H25.11.21村瀬晴崇馬の栄養・飼料について軽種馬後継者研修
（（公社）日本軽種馬協会／同静内種馬場研修所）

H25.11.27村瀬晴崇日高育成牧場における飼養管理法巡回馬学講座
（（公社）競走馬育成協会／新ひだか町公民館）
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　　�　公開講座・馬学講座・スポーツ科学セミナーなど 

開催年月日講　師内　　　　　容研修・講習会名／（開催地：総研以外）

H25.6.2上野儀治競走馬診療所の秘密第23回馬学講座

H25.11.14平賀　敦サラブレッド
スーパーアスリートの能力とは

第24回馬学講座

H25.10.7高橋敏之競走馬の四肢にかかる力第9回競走馬スポーツ科学セミナー
（六本木事務所）

　松井　朗勝つための飼養管理

　大村　一競走馬の運動生理学とトレーニング
への活用

　向井和隆サラブレッドの筋

H25.11.8佐藤文夫育成馬のコズミ予防に朗報！
―アスタキサンチンの有用性―

強い馬づくりのための生産育成技術講座2013
（門別競馬場ポラリス☆ドーム）

H25.11.22佐藤文夫育成馬のコズミ予防に朗報！
―アスタキサンチンの有用性―

強い馬づくりのための生産育成技術講座2013
（基幹集落センター堺町会館）

　　�　番組出演

年月日出演者場　　所番組名／制作

H25.8.6
（7.17撮影）

佐藤文夫日高育成牧場グリーンチャンネル馬学講座 
内視鏡検査による若馬の上部気道所見

　　�　講師派遣（内部）

年月日講　師内　　　　　容研修・講習会／（開催地）

【本所】

H25.5.29、30田村周久競走馬の浅屈腱炎
新たな知見と検査法

厩舎関係者研修会
（栗東トレーニング・センター）

H25.11.7松井　朗勝つための飼養管理厩舎関係者研修会
（美浦トレーニング・センター）
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　２）研修および技術指導

　　�　 内部（受講者が職員）

開催年月日講　師受　講　者研修・講習会／（開催地：総研以外）

【新規採用獣医職員専門研修】

H25.5.22～6.22本所
常磐支所
栃木支所

浦山俊太郎、水上寛健、三田宇宙、
佐藤大介、石橋　葵、井上直子、
三原悠子

新規採用獣医職員専門研修

【獣医技術向上研修】

H25.5.13～14上野孝範美浦トレセン
競走馬診療所獣医師

病理解剖法研修

H25.5.20松井　朗荒木成就、高橋佑治、桂嶋勇輔栄養学研修／（栗東TC)

H25.10.7～11上野孝範
村中雅則

飯森麻衣、高橋佑治病理解剖法専門研修

H25.11.11運動科学研究室大村�也、溝部文彬、荒木成就、
新崎裕太、青木基記、光田健太

バイオメカニクス研修

H25.11.11～ 12木下優太美浦トレセン
競走馬診療所獣医師

感染症診断法研修

【スポーツドクター研修】

H25.5.27～28運動科学研究室大村�也、溝部文彬、青木基記、
光田健太

スポーツドクター養成研修

【平常フォローアップ研修】

H25.7.23南保泰雄総合職8名競走馬の生産

【新規採用総合職職員（２次）研修】

H25.8.28南保泰雄総合職18名競走馬の生産

　　�　外部（受講者が外部者）

受入れ時期研　修　内　容担当研究室受　講　者研 修 依 頼 元

【本所】
H25.7.3、11 装蹄に関する

オリエンテーション
企画調整室平成25年度装蹄師

認定講習会講習生
11名

日本装削蹄協会

H25.8.25～9.7獣医学生のための実習・
インターンシップ
プログラム
事前講義
馬感染症・臨床実習
プログラム

臨床医学研究室
運動科学研究室
企画調整室
管理調整室
微生物研究室
分子生物研究室
（美浦・栗東
トレーニング・
センター、阪神・
中山競馬場）

多田健一郎
菊地美緒
六山寛美
成富麻純
藤井一希、久米紘一
倉持雄太、上園大智
國東亜耶
千住奈津子
清�　俊
北村夕子

北海道大学
岩手大学
東京大学
日本大学
東京農工大学
麻布大学
日本獣医生命科学大学
岐阜大学
山口大学
鳥取大学

H25.10.17、12.13、
20

家畜生産学に関する研修企画調整室
運動科学研究室

生物生産科学科
動物生産学科
第1回　2年生23名
第2回　1年生36名
第3回　1年生36名

宇都宮大学農学部
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受入れ時期研　修　内　容担当研究室受　講　者研 修 依 頼 元

【常磐支所】
H25.6.19
H25.7.10

競走馬の
リハビリテーション

常磐支所3年生シモゾノ学園

H25.10.7競走馬の
リハビリテーション

常磐支所大久保　正人鹿児島大学
共同獣医学部獣医学科

【生産育成研究室】
H25.1.18繁殖牝馬の管理実習生産育成研究室2012年

生産育成技術者
研修生11名

日本軽種馬協会

H25.1.29～2.1講義・実習
（繁殖～育成まで）

生産育成研究室福本奈津子
工藤　力
下西儀政

日本馬事協会

H25.3.17～24馬の分娩管理実習生産育成研究室池田耀子
谷　信弥

麻布大学

H25.3.17～25馬の分娩管理実習生産育成研究室光明南潮日本大学

H25.3.18～23馬の分娩管理実習生産育成研究室細田千尋麻布大学

H25.3.30～4.3馬の分娩管理実習生産育成研究室白井沙苗日本大学

H25.4.10～17卒業論文研究生産育成研究室樋山沙織東京農工大学

H25.4.12～17卒業論文研究生産育成研究室森佳菜子岐阜大学

H25.5.6～7.31馬臨床実習生産育成研究室前田洋佑北里大学

H25.5.6～7.3卒業論文研究生産育成研究室樋山沙織東京農工大学

H25.5.12馬の分娩管理実習生産育成研究室2013年
生産育成技術者
研修生12名

日本軽種馬協会

H25.5.20～24馬臨床実習生産育成研究室住友　藍日高農業共済組合

H25.6.10馬臨床実習、施設見学生産育成研究室福田一平酪農学園大学

H25.6.18～20就業体験実習生産育成研究室上山朝史
佐藤匠悟
志摩正義

北海道浦河高等学校

H25.8.6～15日高育成牧場
サマースクール
（厩舎作業、臨床実習、
乗馬、講義）

生産育成研究室高橋　優北里大学

坂本真由美
戸苅貴実

麻布大学

H25.8.20当歳馬の離乳実習生産育成研究室2013年
生産育成技術者
研修生12名

日本軽種馬協会

H25.8.23就業体験実習生産育成研究室岡本　篤
小林総太郎
高澤裕貴
谷川大翔

浦河町立
浦河第二中学校
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　３）外部講師による講演会

開催日開催場所講  演  者／（所　属）　　　講演テーマ

なし

　４）施設利用

期　間関連担当室利用人数利　用　機　関　　　利　用　目　的

【本所】
H25.1.1～
12.31

企画調整室11競走馬理化学研究所JRA委託研究

H25.3.12～14臨床医学研究室1北里大学獣医学部
獣医学科　及川正明

　　

H25.7.3、10臨床医学研究室11日本装削蹄協会
装蹄教育センター

肢蹄の解剖実習

【生産育成研究室】
H25.8.27～28生産育成研究室3酪農学園大学放牧地における草地硬度調査

H25.9.16～
10.31

生産育成研究室7帯広畜産大学競走馬用飼料中の非構造性
炭水化物含量の調査

受入れ時期研　修　内　容担当研究室受　講　者研 修 依 頼 元

H25.9.3～12日高育成牧場サマースクール
（厩舎作業、臨床実習、乗馬、
講義）

生産育成研究室福田一平
大塚まりな

酪農学園大学

山岸竜馬岩手大学

戸�晴菜
鵜殿稜河

麻布大学

H25.9.15～19
H2510.14～20
H2511.25～31

卒業論文研究生産育成研究室福田一平酪農学園大学

H25.9.30施設見学、講義生産育成研究室獣医学科1年生41名帯広畜産大学

H25.10.25馬の性格に関する研究生産育成研究室堀　裕亮京都大学

H25.11.8育成馬の馴致について生産育成研究室2013年
生産育成技術者
研修生12名

日本軽種馬協会
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３．海外出張・応嘱委員など

　１）海外出張

参加形式期　間出　張　先所　　属用　務　内　容氏　名

【本所】

会議出席H25.4.24～30トルクメニ
スタン

次長国際アハルテケ会議平賀　敦

研究打合H25.5.30～6.7アメリカ運動科学研究室招聘研究事前打ち合わせ大村　一

会議出席H25.10.2～8フランス企画調整室IFHA技術諮問委員会上野儀治

会議出席H25.10.31～11.5アメリカ臨床医学研究室馬の蹄葉炎および蹄病に関する
国際会議

桑野睦敏

総会出席H25.12.7～13アメリカ運動科学研究室第59回アメリカ馬獣医師協会
年次総会

高橋敏之

講演講師H25.12.13～16韓国運動科学研究室国際馬産業フォーラム松井　朗

【栃木支所】

会議出席H25.3.3～3.10フランス
アイルランド

分子生物研究室国際馬インフルエンザ
専門家会議

山中隆史

会議出席H25.12.6～11中国分子生物研究室馬の国際間移動に関する委員会山中隆史

【日高育成牧場】

技術指導H25.4.7～13中国生産育成研究室中国繁殖技術者に対する
現地技術指導
（ジャパン・スタッドブック
・インターナショナル）

南保泰雄

学会発表H25.12.7～15アメリカ生産育成研究室第59回アメリカ馬獣医師協会 
年次総会

佐藤文夫

　２）海外招聘研究員の受入れ

期間研究テーマ受入れ研究室所属機関名国名氏　　名

H25.10.27
～11.11

一酸化炭素拡散法を
用いたサラブレッドの
肺拡散能の測定

運動科学研究室カリフォルニア
大学

アメリカJames H. Jones

　３）応嘱委員

応嘱期間応　　嘱　　名氏　　名学会・委員会名

H23.10.1～
H21.3.1～H25.10.31
H25.11.1～

副会長
編集委員（JES)
編集主幹委員（JES)

安斉　了日本ウマ科学会

H18.11.1～常任理事（学術）
編集委員（ヒポファイル)
学術委員会委員長

石田信繁日本ウマ科学会
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応嘱期間応　　嘱　　名氏　　名学会・委員会名

H24.3.1～
H25.11.1～

常任理事（庶務）
臨床委員

上野儀治日本ウマ科学会

H22.3.1～H25.2.28
H25.11.1～

理事内山孝志
松村富夫

日本ウマ科学会

H25.3.1～理事
編集委員（JES）

平賀　敦日本ウマ科学会

H18.11.1～編集委員（JES）片山芳也日本ウマ科学会

H24.11.1～学術委員近藤高志日本ウマ科学会

H24.11.1～
H25.11.1～

編集委員（JES）
臨床委員

笠嶋快周日本ウマ科学会

H24.11.1～
H24.3.22～H25.11.1

編集委員（JES）
競走馬ハンドブック執筆

高橋敏之日本ウマ科学会

H24.11.1～
H24.3.22～H25.11.1
H25.11.1～
H25.11.1～
H25.11.1～

編集委員（JES）
競走馬ハンドブック執筆
評議員
国際委員
臨床委員

南保泰雄日本ウマ科学会

H24.11.1～編集委員（JES）山中隆史日本ウマ科学会

H23.3.1～
H24.11.1～
H25.11.1～

国際委員
学術委員
評議員

間　弘子日本ウマ科学会

H24.11.1～
H24.3.22～H25.11.1

学術委員
競走馬ハンドブック執筆

大村　一日本ウマ科学会

H24.11.1～
H24.3.22～H25.11.1

学術委員
競走馬ハンドブック執筆

桑野睦敏日本ウマ科学会

H24.11.1～
H24.3.22～H25.11.1

学術委員
競走馬ハンドブック執筆

佐藤文夫日本ウマ科学会

H22.3.1～事務局長蘆原永敏日本ウマ科学会

H23.11.1～編集委員（JES）丹羽秀和日本ウマ科学会

H24.3.22～H25.11.1競走馬ハンドブック執筆松井　朗日本ウマ科学会

H25.1.1～H25.5.31 
H25.9.1～H26.3.31

専門委員杉浦健夫
近藤高志

馬防疫検討会
馬伝染性貧血清浄度評価専門会議

H25.6.11～専門委員間　弘子獣医事審議会

H24.1.1～編集委員安斉　了日本家畜衛生学会
「家畜衛生ハンドブック」編集委員会

H21.4.1～H26.12.31
H21.1.1～H26.12.31

評議員桑野睦敏
片山芳也

日本獣医病理学会

H25.6.7～H26.3.31委員近藤高志生産段階における防疫強化対策事業
生産地等馬伝染性疾病防疫強化
推進検討委員会

H24.7.18～H25.3.31委員近藤高志軽種馬生産地馬鼻肺炎予防接種
及び地域自主防疫活動強化緊急
対策事業に係る自主防疫活動
推進委員会
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応嘱期間応　　嘱　　名氏　　名学会・委員会名

H23.10.1～H26.9.30委員、専門委員
専門委員
専門委員

安斉　了
間　弘子
針生和久

種牡馬管理配合委員会
専門委員会

H25.4.17～H26.3.31委員山中隆史防疫用ワクチン備蓄高度化推進委員会

H22.4.1～H26.3.31
H22.4.1～H26.3.31
H22.4.1～H26.3.31
H24.4.1～H26.3.31

評議員間　弘子
松村富夫
片山芳也
桑野睦敏

日本獣医学会

H23.3.1～
H24.3.1～

専門委員安斉　了
上野儀治

軽種馬防疫協議会

H22.3.1～H25.2.28専門委員内山孝志軽種馬防疫協議会

H15.2.16～
H25.3.1～

専門委員松村富夫
近藤高志

軽種馬防疫協議会

H24.1.1～H27.12.31役員（幹事）安斉　了日仏獣医学会

H24.3.19～委員安斉　了日本装削蹄協会認定試験委員会

H21.4.1～H26.12.31評議員片山芳也日本獣医病理学専門家協会

H25.9.26～H26.2.27非常勤講師大村　一大阪府立大学

H25.10.21,22総務委員
競技委員

安斉　了
関口　隆

全国装蹄競技大会

H24.3.1～嘱託加藤智弘中央競馬馬主相互会

H24.9.1～H26.8.31優秀発表賞選考委員南保泰雄日本獣医学会繁殖分科会

H25.9.1～国際交流委員

H21.4.1～H25.3.31
H24.4.1～H25.3.31
H25.10.1～H26.3.31

客員教授
客員准教授
客員教授

南保泰雄
佐藤文夫
桑野睦敏

岐阜大学大学院連合獣医学研究科

H25.4.1～9.30非常勤講師桑野睦敏東京大学

H22.1.1～H25.1.31名誉講師笠嶋快周Royal Veterinary College

H20.4.1～評議員南保泰雄日本生殖内分泌学会

H23.9.1～評議員南保泰雄日本繁殖生物学会

H24.4.1～用語集協力委員

H24.9.1～プログラム委員

H20.5.10～役員笠嶋快周International Veterinary Regenerative 
Medicine Society （IVRMS）

H25.5.24～H26.3.31委員山中隆史動物用インフルエンザワクチン
国内製造用株選定委員会

H25.6.1～委員松村富夫
針生和久

中央畜産会
馬飼養衛生管理特別事業技術検討会

H23.10.1～
H25.3.1～

委員安斉　了
松村富夫

栃木県畜産協会
地域馬飼養衛生管理体制整備委員会

H25.4.1～H28.3.31評議員間　弘子獣医麻酔外科学会

H22.8.1～H25.7.31招致委員間　弘子世界獣医麻酔会議
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４．病性鑑定・依頼試験
　１）病理診断（臨床医学研究室）

受付月日成　　　　　績頭数依頼内容依頼機関

H25.1.16後蹄の慢性増殖性蹄皮炎（蹄癌）1病理組織検査日本装削蹄協会

H25.1.25鼻腔の重層扁平上皮内真菌腫1病理組織検査御料牧場

H25.3.9慢性増殖性蹄皮炎（蹄癌）1病理組織検査日本装削蹄協会

H25.4.1右第一指骨粉砕骨折1病理組織検査新潟競馬場

H25.9.17四肢蹄の慢性増殖性蹄皮炎（蹄癌）1病理組織検査日本装削蹄協会

H25.11.26慢性蹄叉腐爛1病理組織検査日本装削蹄協会

H25.12.26後蹄の蹄叉における角質変性
（背景に蹄癌の可能性）

1病理組織検査日本装削蹄協会

　２）病原および血清学的検査（栃木支所）

受付日検体数検査頭数  検 査 方 法  検 査 内 容 等  依 頼 機 関

H25.1.431病理組織学的検索病理組織学的検索美浦トレセン

H25.1.72
1

1遺伝子検出
補体結合反応

馬鼻肺炎のウイルス学的検査福島県県中
家畜保健衛生所

H25.1.92213真菌感染の有無皮膚病馬の真菌感染の有無美浦トレセン

H25.1.1021病理組織学的検索左失明馬の病理組織学的検索美浦トレセン

H25.1.111
1

1細菌分離
薬剤感受性試験

手術部に貯留した液体スワブ
の細菌学的検索

栗東トレセン

H25.1.122
2

1細菌学的検査
塗末検査

肺炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.1.1822病理組織学的診断咽頭片麻痺馬における同筋肉
の神経原性萎縮の証明

日高地区
農済家畜診療センター

H25.1.2711細菌同定右前挫跖馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.1.272
2
2

1遺伝子検出
補体結合反応
gG-ELISA

全身違和馬のウイルス学的
検索

栗東トレセン

H25.2.162
1

1遺伝子検出
補体結合反応

ウイルス感染の有無について美浦トレセン

H25.2.203
3

1下痢症関連細菌の検索
C.difficileの特異抗原・
毒素検査

腸炎馬の下痢原性病原体の
検査

栗東トレセン

H25.2.231
1

1菌分離検査
薬剤感受性試験

左背部膿瘍馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.2.272
1
2

1細菌分離検査
薬剤感受性試験
病理学的検査

輸送性肺炎馬の細菌学的検索美浦トレセン

H25.2.272
1
2

1細菌分離検査
薬剤感受性試験
病理学的検査

輸送性肺炎馬の細菌学的検査栗東トレセン
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H25.2.283
3

1下痢原性病原体の検査
一般細菌検査

壊死性出血性大腸炎馬の
細菌学的検査

栗東トレセン

H25.3.61
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

右後肢フレグモーネ馬の
細菌学的検索

栗東トレセン

H25.3.93
1
1

1下痢原性病原体の検査
PCR検査
簡易診断キット

腸炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.3.1311細菌分離検査肺炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.3.281
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

術創内の細菌学的検査美浦トレセン

H25.3.291
1

1細菌同定
薬剤感受性試験

肺炎馬の細菌同定栗東トレセン

H25.3.302
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

右前挫跖馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.3.302
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

右前挫跖馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.4.1711下痢原性病原体の検査腸炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.4.2031下痢原性病原体の検査壊死性出血性大腸炎馬の
細菌学的検査

栗東トレセン

H25.4.211
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

右臀部腫瘍馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.4.211
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.4.233

3

3

3ウマロタウイルス
RT-LAMP検査
ウマコロナウイルス
RT-LAMP検査
ウマアデノウイルス
1型2型PCR検査

馬の下痢関連ウイルス検査北海道石狩
家畜保健衛生所

H25.5.111病理組織学的検索解剖による神経症状の原因
究明

福島県県中
家畜保健衛生所

H25.5.511細菌分離検査創傷性右角膜炎馬の細菌学的
検査

栗東トレセン

H25.5.1321病理組織学的診断メラノーマ馬の組織学的検査栗東トレセン

H25.5.1311病理組織学的診断口腔内腫瘍馬の病理学的診断日高育成牧場

H25.5.2021病理組織学的診断左後肢フレグモーネ馬の
組織学的検査

美浦トレセン

H25.5.2011組織学的検査腫瘤（腹部正中）の組織学的
検査

美浦トレセン

H25.5.271
1

1下痢症関連細菌の検索
薬剤感受性試験

腸炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.5.2931下痢症関連細菌の検索寛跛行馬のウイルス学的検査美浦トレセン

H25.5.311
1

1下痢症関連細菌の検索
薬剤感受性試験

輸送熱・腸炎馬の細菌学的
検索

栗東トレセン

H25.6.411下痢症関連細菌の検索腸炎馬の細菌学的検索栗東トレセン
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H25.6.62
2

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

腸炎・肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.6.611下痢症関連細菌の検索感冒・腸炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.6.911細菌分離検査腸炎・肺炎・静脈炎馬の
細菌学的検索

栗東トレセン

H25.6.91
1

1下痢症関連細菌の検索
薬剤感受性試験

変位疝馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.6.261
1

1下痢症関連細菌の検索
薬剤感受性試験

変位疝馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.6.292
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.7.32
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.7.41
2
3

1遺伝子検出(RT-PCR法)
遺伝子検出（PCR法）
ウイルス分離

全身違和馬のウイルス学的
検査

栗東トレセン

H25.7.2021組織学的検査疝痛、腸閉塞、腫瘍馬の
組織学的検査

栗東トレセン

H25.7.242
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

左第1指節種子骨々折馬の
細菌学的検査

美浦トレセン

H25.7.2511細菌分離検査肺胸膜炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.7.271
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

肺炎馬の細菌学的検索美浦トレセン

H25.8.911細菌分離検査創傷性右角膜炎馬の細菌学的
検索

栗東トレセン

H25.8.126
1
1

1下痢症関連細菌の検索
薬剤感受性試験
病理解剖

腸炎馬の細菌学的検索・
病理学的検索

栗東トレセン

H25.8.261
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

左第1趾骨近位骨折馬の細菌
学的検査

栗東トレセン

H25.8.283
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

創傷性右角膜炎馬の細菌学的
検索

栗東トレセン

H25.8.2831病理組織学的診断盲腸捻転馬の病理学的診断日高育成牧場

H25.8.3013
13

13薬剤感受性試験
プラスミド型別

疫学的検査
（ロドコッカス・エクイ）

北海道石狩
家畜保健衛生所

H25.9.21
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

創傷性右角膜炎馬の細菌学的
検索

栗東トレセン

H25.9.411下痢症関連細菌の検索腸炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.9.51
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検査美浦トレセン

H25.9.62
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.9.1011細菌および真菌分離検査創傷性左角膜炎馬の細菌
および真菌検査・同定

栗東トレセン
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H25.9.1011細菌および真菌分離検査創傷性右角膜炎馬の細菌
および真菌の検査・同定

栗東トレセン

H25.9.131
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.9.131
1

1細菌・真菌分離検査
病理組織学的検査

右角膜潰瘍馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.9.1311細菌・真菌分離検査右角膜潰瘍馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.9.161
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.9.192
1
3

1遺伝子検出（PCR法）
遺伝子検出（RT-PCR法）
ウイルス分離

馬鼻肺炎の検査鹿児島県肝属
家畜保健衛生所

H25.9.271
1

1細菌同定
薬剤感受性試験

咽頭炎馬の細菌検索栗東トレセン

H25.9.2711病理組織学的検索麻痺性筋色素尿症馬の
組織学的検査

美浦トレセン

H25.10.211細菌分離検査左全眼球炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.10.82
1

1細菌・真菌分離検査
薬剤感受性試験

右角膜潰瘍馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.10.101
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.10.1677EHV-1の遺伝子解析馬鼻肺炎発生に係る
分子疫学的検索

北海道十勝
家畜保健衛生所

H25.12.175
3

1PCR検査
抗体価測定

レプトスピラ遺伝子検査
抗体検査

北海道石狩
家畜保健衛生所

H25.10.181
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

右角膜潰瘍馬の細菌学的検査美浦トレセン

H25.10.2611細菌および真菌分離検査創傷性右角膜炎馬の細菌学的
検索

栗東トレセン

H25.10.271
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

輸送性肺炎馬の細菌学的検索栗東トレセン

H25.10.312
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

肺炎馬の薬剤感受性試験常磐支所

H25.11.611病理組織学的診断卵巣腫瘍馬の病理学的診断日高育成牧場

H25.11.81
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

肺炎馬の薬剤感受性試験常磐支所

H25.11.1011下痢症関連細菌の検索腸炎・疝痛馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.11.121
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

創傷性右角膜炎馬の細菌学的
検査

栗東トレセン

H25.11.121
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

左第1趾骨近位骨折馬の
細菌学的検索

栗東トレセン

H25.11.1321細菌分離検査左前肢フレグモーネ、
左種子骨炎馬の細菌学的検索

栗東トレセン

H25.11.1531下痢症関連細菌の検索腸炎馬の細菌学的検査美浦トレセン
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H25.11.1921細菌分離検査肺炎馬の薬剤感受性試験常磐支所

H25.11.2011病理解剖学的検索病理解剖・原因検索美浦トレセン

H25.11.244
3

1細菌分離検査
下痢症関連細菌の検索

Ｘ大腸炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.11.271
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

肺炎馬の薬剤感受性試験常磐支所

H25.12.1111抗体検査
（試験管凝集反応法）

馬パラチフス検査馬事公苑

H25.12.1111下痢症関連細菌の検索腸炎/疝痛馬の細菌の
検査・同定

栗東トレセン

H25.12.121
2
2

1遺伝子検出
ウイルス分離
補体結合反応

両弱視馬のウイルス学的検査美浦トレセン

H25.12.141
1

1細菌分離検査
薬剤感受性試験

両冠膝　左前脚フレグモーネ
馬の細菌学的検査

栗東トレセン

H25.12.1571下痢症関連細菌の検索Ｘ大腸炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.12.1811下痢症関連細菌の検索腸炎馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.12.2411下痢症関連細菌の検索腸炎　疝痛馬の細菌学的検査栗東トレセン

H25.12.2411下痢症関連細菌の検索腸炎　疝痛　左橈側手根骨
骨折馬の細菌学的検査

栗東トレセン

H25.12.2426
40
40

26抗体検査
細菌検査
PCR法

種馬場供用種牡馬の健康検査日本軽種馬協会

　３）依頼試験

受付日検体数検査頭数検査方法検査内容等依頼機関

H25.6.64
4
4
2

2補体結合反応
間接蛍光抗体法
ゲル内沈降反応
腺疫（ELISA法）

本会購入馬の着地検査
期間における防疫措置
について

馬事部　防疫課
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１．温泉療養馬
　１）平成２５年度入所馬一覧

療養日数退所先退所日出発地入所日病　　　名毛色年齢性種所属番号

105京都H25.5.1函館RCH25.1.17右橈骨遠位端骨折鹿3牡サラ栗東1

151滋賀H25.7.16栗東H25.2.16左橈骨遠位端骨折青鹿3牡サラ栗東2

112北海道H25.6.7美浦H25.2.16左橈骨遠位端骨折鹿3牡サラ美浦3

113千葉H25.6.14茨城県H25.2.22右第1趾骨近位骨折芦3牝サラ美浦4

152滋賀H25.8.20栗東H25.3.22左橈側手根骨々折黒鹿3牡サラ栗東5

265茨城H25.12.13美浦H25.3.24左第3手根骨々折栗3牝サラ美浦6

194福島H25.10.15函館H25.4.5左前浅屈腱炎栃栗6牡サラ美浦7

174栗東H25.10.1栗東H25.4.11左橈骨遠位端骨折栗3牡サラ栗東8

美浦H25.4.16左前繋靭帯炎鹿5牡サラ美浦9

65栗東H25.6.20栗東H25.4.17右橈骨遠位端骨折栗3牡サラ栗東10

135宮崎H25.9.6栗東H25.4.25左前浅屈腱炎鹿3牡サラ栗東11

美浦H25.5.28左前浅屈腱炎鹿3牡サラ美浦12

栗東H25.5.30右前浅屈腱炎鹿4牡サラ栗東13

栗東H25.6.11右前浅屈腱炎青鹿5牡サラ栗東14

169宮城H25.11.29美浦H25.6.14両橈側手根骨々折鹿3牝サラ美浦15

176美浦H25.12.19美浦H25.6.27右第3手根骨々折黒鹿3牡サラ美浦16

栗東H25.6.28左前浅屈腱炎鹿3牡サラ栗東17

美浦H25.7.26左橈骨遠位端骨折鹿3牡サラ美浦18

美浦H25.8.6左第3中手骨々折鹿3牝サラ美浦19

函館H25.8.7左前浅屈腱炎鹿3牡サラ栗東20

美浦H25.8.17右第1指節種子骨々折鹿2牡サラ美浦21

滋賀県H25.9.6左前浅屈腱炎鹿4牝サラ栗東22

101栗東H25.12.27滋賀県H25.9.18左第３手根骨々折芦3牝サラ栗東23

栗東H25.9.21両前蟻洞黒鹿6牡サラ栗東24

39美浦H25.11.15北海道H25.10.8右第１指骨剥離骨折栗2牡サラ美浦25

美浦H25.10.11左前浅屈腱炎鹿2牡サラ美浦26

栗東H25.10.12喘鳴症栗2牡サラ栗東27

栗東H25.10.16右前浅屈腱炎栗8牡サラ栗東28

58栗東H25.12.21栗東H25.10.25右橈側手根骨々折鹿3牡サラ栗東29

栗東H25.11.15左橈骨遠位端骨折鹿2牡サラ栗東30

栗東H25.11.15右前浅屈腱炎鹿4牡サラ栗東31

栗東H25.11.15右前深屈腱炎鹿6牡サラ栗東32

栗東H25.11.22右橈側手根骨々折鹿2牡サラ栗東33

美浦H25.11.28左橈骨遠位端骨折並びに左中間手根骨々折青鹿2牡サラ美浦34

美浦H25.12.4右橈骨遠位端骨折栗2牝サラ美浦35

栗東H25.12.21右前深屈腱炎黒鹿5牡サラ栗東36

栗東H25.12.22右橈骨遠位端骨折黒鹿2牡サラ栗東37

　※退所日が空欄となっている馬は、12月31日現在で在厩していることを示している。
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　２）療養馬在厩状況

合計
月

区　　　分
121110987654321

256262522201920252624232423月間利用実頭数

37355331425231入 所 馬 頭 数

7,196718645569506526524568677651573573666延　 頭　 数

　３）リハビリテーション実施状況

合計
月

区　　　分
121110987654321　

3812109687111313101213実頭数
温　 泉　 浴

1,48816017415499124141162120957963117延頭数

18588101111実頭数
水　泳　調　教

4593484888110864延頭数

33868545699779実頭数
ト レ ッ ド ミ ル

899657260325151521011241159779延頭数

4813131413911121816162121実頭数
ウォーキーングマシーン

3,284279295291200198162194267358232392416延頭数

3064546881198109実頭数
騎　乗　調　教

1,596701008271118144157188225138139164延頭数

　
�
�
�

　
�
�
�

　
�
�
�

　
�
�
�

　
�
�
�
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２．馬事普及
　１）催事・行事への参画

期　間貸与馬車台数貸与馬匹頭数派遣職員催事・行事名

H25.5.17-18-22日光東照宮春季例大祭

H25.9.22002とちぎ動物愛護フェスティバル

H25.10.16-17-22日光東照宮秋季大祭

　２）乗馬指導

期　間対象者数対象者（団体）

H25.4.9-7.1111名装蹄教育センター講習生

　３）馬車試乗・乗馬試乗・馬の見学・実習・体験学習

期　間　　対象者数
対象者（団体）

保護者数人数学年

H25.4.24※引率：2名11名　幼児ハートフルナーサリー（保育所）見学

H25.5.2813名13名　幼児アンパンマンクラブ（子育てサークル）

H25.6.525名27名　幼児ひよこクラブ（子育てサークル）

H25.6.617名17名　幼児横川ミッキークラブ（子育てサークル）

H25.11.1219名19名　幼児こっこクラブ（子育てサークル）

H25.11.1320名20名　幼児リトルキッズクラブ（子育てサークル）

H25.11.2020名20名　幼児エンゼルクラブ（子育てサークル）

H25.6.12-13- 5名　2年生社会体験学習（鹿沼市立北中学校）

H25.7.10-12- 4名　2年生社会体験学習（宇都宮市立星が丘中学校）

H25.9.11-13- 4名　2年生社会体験学習（鹿沼市立東中学校）

H25.10.2-4- 3名　2年生社会体験学習（宇都宮市立陽東中学校）

H25.11.27-29- 5名　2年生社会体験学習（宇都宮市立陽南中学校）

H25.8.19-23- 1名　2年生インターンシップ（鹿沼南高等学校）

H25.8.26-30-12名　大学生サマースクール
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３．研究馬飼養状況

栃木支所本　所

当月末

飼養数

抹消

解剖

入厩

出生

前月末

飼養数

当月末

飼養数

抹消

解剖

入厩

出生

前月末

飼養数
月

163 019321033１

193616331234２

190019305233３

200119291030４

184220312029５

171018314431６

152017341431７

150015333234８

170215330033９

143017322133１０

104014321132１１

1841210332332１２

　４）大会・イベント

期　間　参加者数大会・イベント名

H25.6.2　　61名第23回馬学講座・体験乗馬

H25.6.2　3,486名第31回馬に親しむ日

H25.11.14　　25名第24回馬学講座・体験乗馬



Ⅴ．総　　　　　　　務
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１．　機　　　構

　当研究所は、昭和２９年９月の日本中央競馬会の創立と同時に馬事公苑に発足した衛生研究課（翌３０年に

馬保健衛生研究室と改称）と馬衛生に関する行政事務を担当する衛生課を併合して、昭和３４年２月に競走

馬保健衛生研究所の名称で設立された。昭和３８年には常磐支所、研究分室（禁止薬物検査部門）が設立され、

後者は昭和４０年に財団法人競走馬理化学研究所として分離独立した。また、昭和４４年には小金井分室（伝

染病関係部門）が設立され、同分室は翌年栃木支所となった。昭和５２年には馬場施設研究部門を新たに加

え、さらに、名称を競走馬総合研究所に変更した。

　その後、昭和５５年、５７年、平成７年に実施した３回の組織改正、平成９年の旧宇都宮育成牧場への移転

に伴う組織改正ならびに平成１８、２２、２３年の組織改正を経て、本所１課３室（総務課、企画調整室、運動

科学研究室、臨床医学研究室）、常磐支所、栃木支所３室（管理調整室、微生物研究室、分子生物研究室）

となった。なお、平成１０年９月には日高育成牧場に生産育成研究室が新設され、現在に至っている。

　１）機構図（平成25年3月1日）
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２）職員名簿（平成25年12月１日現在）

氏　　名　　　　所　　　属

【競走馬総合研究所本所】

安 斉　 了所長

平 賀　 敦次長

佐 藤 次 夫調査役（会計担当）

六 笠　 茂専門役（施設担当）

関 口　 隆専門役（装蹄担当）

企画調整室

上 野 儀 治企画調整室長

石 田 信 繁上席調査役（研究調整担当）

蘆 原 永 敏調査役（研究調整担当）

岡 田 裕 二専門役（繋養馬担当）

杉 田 繁 夫主査

岡 野　 篤主査

本 間 弘 敏

佐 藤　 忍

竹 下 泰 彦

田野辺　耕　三

武 田 光 正

森　 幹 人

竹 内 直 樹

長谷山　策　子

田 中 美 和

梶 山 梨 恵

佐々木　　　泉准一般常勤嘱託

平 澤 則 雄准一般常勤嘱託

篠 原 仁 志特定常勤嘱託

佐 藤　 登特定常勤嘱託

田 中 弘 司特定常勤嘱託

氏　　名　　　　所　　　属

総務課

吉 田 晃 央総務課長

甲斐谷　友　久総務係長

本 間 尚 子　総務係

萩 原 沙 織　総務係

林　　　久美子　総務係（※）

関 口　 環会計係長

� 田　 拓　会計係

鈴　木　江里子　会計係

林　　　久美子　会計係

運動科学研究室

間　 弘 子運動科学研究室長

高 橋 敏 之主任研究役

松 井　 朗研究役

大 村　 一研究役

向 井 和 隆研究役

山 崎 道 代

椎 名 綾 子准一般常勤嘱託

臨床医学研究室

桑 野 睦 敏臨床医学研究室長

笠 嶋 快 周主任研究役

守 山 秀 和研究役

福　田　健太郎研究役

琴 寄 泰 光主査

田 村 周 久主査

郷 間 純 子

角 田 恵 子准一般常勤嘱託

（※）は兼務
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氏　　名　　　　所　　　属

【常磐支所】

加 藤 智 弘常磐支所長

 田 洋 平専門役（総務担当）

田 中 俊 晴総務係長

浅 野 寛 文診療防疫係長

山 田 啓 一

亀　田　由美子

藤 原 滋 樹准一般常勤嘱託

伏 見 克 夫特定常勤嘱託

【出向・事務援助】

大 條　 哲上席調査役

　（競走馬理化学研究所事務援助） 

渡 辺 � 男専門役

　（日本装削蹄協会事務援助）

竹 田 和 正企画調整室主査

　（日本装削蹄協会事務援助）

＜日高育成牧場＞

生産育成研究室

南 保 泰 雄生産育成研究室長

佐 藤 文 夫研究役

村 瀬 晴 崇主査

駒 澤 孝 彦

氏　　名　　　　所　　　属

【栃木支所】

松 村 富 夫栃木支所長

森　　　誠一郎専門役（管理調整担当）

管理調整室

針 生 和 久管理調整室長

箕 輪 次 雄

大 洞 勝 則

寺 越 弘 一

阿久津　夕　季

川中子　健　二准一般常勤嘱託

山 口 敬 一准一般常勤嘱託

青 木 秀 之准一般常勤嘱託

坪野谷　富　子准一般常勤嘱託

山 口　 彰特定常勤嘱託

木 村 真 澄特定常勤嘱託

臼 井　 通特定常勤嘱託

微生物研究室

片 山 芳 也微生物研究室長

上 野 孝 範研究役

村 中 雅 則主査

丹 羽 秀 和主査

木 下 優 太

手　塚　麻衣子

芝　田　佐代子准一般常勤嘱託

分子生物研究室

近 藤 高 志分子生物研究室長

山 中 隆 史研究役

辻 村 行 司研究役

根 本　 学主査

坂 内　 天主査

国 分　 明主査

菅 沼 明 子

荒 川 和 枝准一般常勤嘱託



（　　）競走馬総合研究所年報　2013年78

３）職員の異動

転　出
転出先年月日氏名所　属

停年退職〔再雇用〕H25.2.5臼井　通栃木支所管理調整室

早期退職〔再雇用〕H25.2.28芝田　佐代子総務課

早期退職H25.2.28内山　孝志栃木支所長

早期退職〔再雇用〕H25.2.28坪野谷　富子栃木支所管理調整室

早期退職H25.2.28石崎　絹子栃木支所微生物研究室

出向（日本装削蹄協会）H25.2.28田嶋　義男次長

美浦診療所管理課H25.2.28関　　一洋企画調整室

後楽園場外所長H25.2.28安田　圭治総務課長

福島専門役H25.2.28斎藤　正人常磐支所専門役（総務担当）

美浦診療所診療課H25.2.28竹田　信之常磐支所

栗東診療所臨床獣医役H25.2.28成田　正一栃木支所専門役（管理調整担当）

停年退職〔再雇用〕H25.4.23荒川　和枝栃木支所分子生物研究室

停年退職〔再雇用〕H25.9.12田中　弘司企画調整室

任期満了H25.11.30三品　次郎特定常勤嘱託（総務）

任期更新辞退H25.11.30�木　久悟特定常勤嘱託（常磐）

転　入
所　属年月日氏名転入元

次長H25.3.1平賀　敦日高育成牧場副場長

企画調整室H25.3.1岡野　篤美浦診療所防疫課

総務課長H25.3.1吉田　晃央ウインズ事業運営部ウインズ総務課課長補佐

総務課H25.3.1�田　拓審判部免許課

常磐支所専門役（装蹄担当）H25.3.1 田　洋平馬事公苑専門役

常磐支所H25.3.1田中　俊晴馬事部馬事総務課

常磐支所H25.3.1浅野　寛文美浦診療所防疫課

栃木支所専門役（管理調整担当）H25.3.1森　誠一郎馬事部専門役（日本装削蹄協会事務援助）

総研内異動
異動先年月日氏名異動元

特定常勤嘱託（栃木管理）H25.2.6臼井　通栃木支所管理調整室〔再雇用〕

准一般常勤嘱託（栃木微生物）H25.3.1芝田　佐代子総務課〔再雇用〕

運動科学研究室研究役H25.3.1向井　和隆運動科学研究室

臨床医学研究室H25.3.1田村　周久常磐支所

栃木支所長H25.3.1松村　富夫栃木支所管理調整室長

准一般常勤嘱託（栃木管理）H25.3.1坪野谷　富子栃木支所管理調整室〔再雇用〕

栃木支所管理調整室長H25.3.1針生　和久栃木支所微生物研究室長

栃木支所微生物研究室長H25.3.1片山　芳也栃木支所微生物研究室主任研究役

准一般常勤嘱託（栃木分子）H25.4.24荒川　和枝栃木支所分子生物研究室〔再雇用〕

特定常勤嘱託（企画）H25.9.13田中　弘司企画調整室〔再雇用〕
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情報管理委員会
外部研究評価委員会

委嘱期間
H24.6.1～H25.5.31

内部研究評価委員会研究企画運営委員会

次長委員の互選次長※所長委員長

企画調整室長※（企画調整室長）企画調整室長※企画調整室長主幹委員

栃木支所長※明石博臣栃木支所長※次長委　員
運動科学研究室長梅村孝司管理調整室長※栃木支所長
臨床医学研究室長小野憲一郎石田信繁（総研）※企画調整室長
常磐支所長高井伸二滝沢康正（総合企画）※管理調整室長
管理調整室長田谷一善奥河寿臣（馬事）※石田信繁※
微生物研究室長局　博一横田貞夫（日高）※
分子生物研究室長栗原光規
生産育成研究室長
総務課長※所長が指名した者※所長が指名した者
施設部研究担当管理職

アドバイザー
※副委員長所長が特に認めた者

企画調整室企画調整室企画調整室企画調整室事務局
（蘆原）（上野）（蘆原）（蘆原）（担当者）

総研ネット
運営委員会

総研ホームページ
運営委員会

馬の科学
編集委員会年報編集委員会

企画調整室長企画調整室長企画調整室長企画調整室長委員長

杉田繁夫※石田信繁（和文・英文）杉浦健夫蘆原永敏主幹委員
（SINET、JPNIC運用石田信繁
　責任者、技術担当者）
甲斐谷友久運動科学研究室長運動科学研究室長運動科学研究室長委　員
関口　環臨床医学研究室長臨床医学研究室長臨床医学研究室長
岡田裕二常磐支所長微生物研究室長常磐支所長
岡野　篤管理調整室長分子生物研究室長管理調整室長
高橋敏之微生物研究室長生産育成研究室長微生物研究室長
笠嶋快周分子生物研究室長獣医課長補佐分子生物研究室長
丹羽秀和※総務課長笹川忠夫 (美浦）総務課長
坪野谷富子生産育成研究室長羽田哲朗（栗東）生産育成研究室長
佐藤文夫
施設部研究担当者

※総研ネット※集合しての委員会は
　　特権ユーザー　研究所のみのメンバー

　で開催

企画調整室企画調整室企画調整室企画調整室事務局
（杉田）（杉田）（岡野）（蘆原）（担当者）

４）所内運営委員会ならびに各種担当者（平成25年3月8日現在）
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動物実験委員会
（栃木支所）

動物実験委員会
（本所）職務発明審査委員会海外渡航審査委員会

管理調整室長企画調整室長次長次長委員長

岡田裕二蘆原永敏企画調整室長主幹委員

微生物研究室長運動科学研究室長栃木支所長栃木支所長委　員
分子生物研究室長臨床医学研究室長企画調整室長運動科学研究室長
山中隆史総務課長運動科学研究室長臨床医学研究室長
管理調整担当専門役岡野　篤臨床医学研究室長管理調整室長

琴寄泰光管理調整室長微生物研究室長
大村　一微生物研究室長分子生物研究室長
永田管理調整室長（競理研）分子生物研究室長

管理調整室企画調整室企画調整室企画調整室事務局
（坪野谷）（岡田）（岡野）（岡野）（担当者）

研究備品管理委員会図書委員会
遺伝子組換え実験
安全委員会
（栃木支所）

遺伝子組換え実験
安全委員会
（本所）

企画調整室長企画調整室長管理調整室長次長委員長

岡野　篤蘆原永敏近藤高志笠嶋快周主幹委員
　　（安全主任者）　　　（安全主任者）
　　　　

管理調整室長※石田信繁微生物研究室長企画調整室長（副委員長）委　員
高橋敏之笠嶋快周山中隆史臨床医学研究室長
笠嶋快周大村　一運動科学研究室長
関口　環上野孝範総務課長
辻村行司浅野寛文
佐藤文夫佐藤文夫

※副委員長

企画調整室企画調整室管理調整室企画調整室事務局
（岡野）（蘆原）（坪野谷）（杉田）（担当者）
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毒物及び劇物管理日本ウマ科学会雑誌競走馬
編集委員会

微生物管理委員会
（栃木支所）

管理責任者常任役員（栗東）管理調整室長委員長
　企画調整室長　所長
　運動科学研究室長　（副会長）微生物研究室長主幹委員
　臨床医学研究室長　企画調整室長
　管理調整室長　（庶務担当常任理事）
　微生物研究室長　石田信繁岡田裕二（総研）分子生物研究室長委　員
　分子生物研究室長　（学術担当常任理事）根本　学（栃木）辻村行司
　常磐支所長　蘆原永敏丹羽秀和
　　（事務局長）
取り扱い責任者
　高橋敏之（運動）
　守山秀和（臨床）
　上野孝範（微生物）
　山中隆史（分子）

企画・管理企画調整室獣医課管理調整室事務局
（岡野・坪野谷）（蘆原）（坪野谷）（担当者）

環境保全委員会
（本所）麻薬管理特定有害物質管理

（水濁法に基づく管理）
特定化学物質管理
（EOG）

次長管理責任・担当者管理責任者管理責任・担当者委員長
　笠嶋快周※　企画調整室長　琴寄泰光※

施設担当専門役（六笠）　南保泰雄※　運動科学研究室長　国分　明※主幹委員
企画専門役（岡田）　臨床医学研究室長　（杉田繁夫※）

企画調整室長※ 点検担当者※駒澤孝彦（※）委　員
運動科学研究室長※麻薬管理者（届出）琴寄泰光（臨床）※作業主任者（有資格）
臨床医学研究室長向井和隆（運動）
総務課長
常磐支所長

※土壌汚染対策法に基づ
く特定有害物質管理に関
する抜き打ち検査への対
応も担当

※副委員長

総務課・企画調整室
（甲斐谷・岡野）

企画
（岡野）

総務・企画・管理
（甲斐谷・杉田・坪野谷）

事務局
（担当者）

総務・企画
（甲斐谷・岡野）
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省エネルギー
推進連絡会
（常磐支所）

省エネルギー
推進連絡会
（本所）

入札・契約手続
運営委員会

環境保全委員会
（栃木支所）

常磐支所長次長所長栃木支所長委員長

田中総務係長施設担当専門役（六笠）施設担当専門役（六笠）管理調整室長主幹委員

診療防疫係長企画調整室長次長 ※副委員長微生物研究室長委　員
山田啓一総務課長会計担当調査役（佐藤）分子生物研究室長

運動科学研究室長総務課長管理調整担当専門役
草間　勇臨床医学研究室長上野孝範
　（JRAF省エネ担当者)ＪＲＡＦ所長（古川）（支所案件時）

装蹄教育ｾﾝﾀｰ所長（渡辺）栃木支所長
競理研総務部長（大條）常磐支所長

赤城正志※副委員長
　（JRAF省エネ担当者)

総務係総務課総務課管理調整室事務局
（亀田）（甲斐谷）（甲斐谷）（阿久津）（担当者）

栃木支所
食堂運営委員会

常磐支所
食堂運営委員会本所食堂運営委員会

省エネルギー
推進連絡会
（栃木支所）

管理調整担当専門役常磐支所長次長栃木支所長委員長

総務課長管理調整担当専門役主幹委員

手塚麻衣子（微生物）支所員全員企画調整室長管理調整室長委　員
国分明（分子生物研究室）全競労支部委員長微生物研究室長
坪野谷富子（管理調整室）全競労支部副委員長分子生物研究室長
箕輪次雄（管理調整室）全競労支部事務局長ＪＲＡＦ所長（新井）
全競労支部代表（坂内天）

須田　久雄
　（JRAF省エネ担当者)

渡邉　篤
　（JRAFオブザーバー )

管理調整室総務係総務課管理調整室事務局
（阿久津）（亀田）（甲斐谷）（阿久津）（担当者）
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「馬に親しむ日」
実行委員会舎宅管理委員会

次長次長委員長

総務課長※総務課長主幹委員
岡田繋養馬担当専門役※

桑野室長企画調整室長委　員
蘆原調査役全競労支部委員長
笠嶋主任研究役全競労支部副委員長
管理調整担当専門役全競労支部事務局長
本間弘敏

※副委員長

総務課（甲斐谷）総務課事務局
企画調整室（田中）（甲斐谷）（担当者）

２．学位取得

年月日学位論文学位／大学氏名所属

なし
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３．施　　設

　１）規　模

主 な 施 設 内 容延床面積
（㎡）

建築面積
（㎡）

敷地総面積
（㎡）区　分

・研究事務棟
　（細胞実験室、染色体実験室、　無菌実験室、
　DNA実験室、DNA組換え実験室、
　遺伝生化学実験室、　機器分析室、
　電子顕微鏡室、　臨床検査実験室、
　臨床生化学実験室、施設実験室、低温実験室、
　会議室、セミナー室、図書室）
・研究実験棟
　（手術室、病理解剖室、標本作成室、
　トレッドミル運動室、　運動実験測定室、　環境試験室、
　栄養分析室、馬行動観察室）
・業務管理棟
・診療所
・厩舎3棟59馬房
・馬場（内回り400ｍ、外回り800ｍ）
・研究実験馬場、研究実験圃場
・飼料庫、農機具庫
・採草地、放牧地
・舎宅、寮施設
（装蹄教育センター、競走馬理化学研究所含む）

30,643.8320,029.13358,297.96本　　所

・厩舎4棟40馬房、パドック42 ヶ所
・馬場（400ｍ）
・温浴場1棟（浴槽数6）、温泉貯湯槽2基（50t）
・馬スイミングプール（直径15ｍ深さ3ｍ）
・ウォータートレッドミル
・ウォーターウォーキングマシン
・採草地
・調教監視台
・農機具庫
・物療棟、装蹄所
・堆肥置場
・検疫厩舎
・車庫２棟
・管理職舎宅１棟、舎宅１棟（６世帯）、厩務員寮1棟

4,824.144,553.42164,789.12常磐支所

・事務棟、研究棟
・第1および第2厩舎15棟91馬房、中小動物舎1棟8室
・感染実験棟（バイオハザード）
・病理検査棟
・器具洗浄棟
・総合浄化槽、焼却炉
・自家発電室、機械格納庫
・飼料庫、堆肥舎、パドック２ヵ所
・図書室、研修室、病理解剖室
・舎宅、寮施設

15,085.839,612.1595,435.48栃木支所
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　２）実施した主な工事

備　　考竣工月日着工月日工　　　事　　　名

研究所工事H25.6.28H25.6.3競走馬総合研究所栃木支所
　　第１副変電所保護板取付工事

研究所工事H25.7.26H25.7.24競走馬総合研究所
　　鹿沼街側樹木整備工事

研究所工事H25.8.7H25.8.5競走馬総合研究所
　　牧草地（11）道側樹木整備工事

研究所工事H25.8.12H25.8.5競走馬総合研究所
　　研究事務棟加圧給水ユニット修理工事

研究所工事H25.8.30H25.7.29競走馬総合研究所栃木支所
　　焼却炉地価燃料タンク液面計修理工事

研究所工事H25.9.30H25.7.23競走馬総合研究所栃木支所
　　焼却炉バグフィツター交換工事

研究所工事H25.10.24H25.10.22競走馬総合研究所
　　台風２６号に伴う倒木伐採工事

研究所工事H25.10.30H25.8.6競走馬総合研究所栃木支所
　　エアーフィルター交換工事

研究所工事H25.11.8H25.10.28競走馬理化学研究所　
　　２階分析室危機室空調機修理工事

研究所工事H25.11.29H25.8.13競走馬総合研究所　（台風被害復旧）
　　第２研究棟熱源コントローラシステム更新工事

研究所工事H25.11.30H25.8.3競走馬理化学研究所
　　冷凍庫保存室空調更新工事

研究所工事H25.11.30H25.9.4競走馬総合研究所栃木支所　
　　第２健康馬厩舎屋根改修工事

研究所工事H25.12.10H25.8.5競走馬総合研究所栃木支所
　　第２研究棟用エアフィルタ交換工事

研究所工事H25.12.10H25.11.5競走馬理化学研究所　
　　冷凍保存庫３号室冷凍機交換工事

研究所工事H25.12.20H25.10.17競走馬総合研究所栃木支所
　　旧感染実験棟解体撤去工事

研究所工事H26.6.30H25.8.13競走馬総合研究所栃木支所　
　　感染実験棟中央監視システム機器更新工事
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総研ホームページ
　当研究所では平成１３年８月１日に「JRA競走馬総合研究所ホームページ」を開設し、総研の仕事を中心

に様々な情報を提供しています。馬に関するユニークな研究所として、国内外から注目を浴びております

が、様々な要望に答えられる様に随時新しい情報を更新していきます。多数の方のご利用を願っています。

アドレスと主な内容は下記のとおりです。

【ホームページのアドレス】

　　http://www.equinst.go.jp/JP/index.html

【現在のメニュー】

・総 研 と は　～ごあいさつ、位置づけ、沿革、施設紹介、交通アクセス

・研究について　～ライフサイクルと研究、研究組織、完了研究課題、研究成果の公表、

　　　　　　　　　研究基本計画、調査研究発表会

・馬科学情報　～文献紹介、トピックス、感染症情報、感染症対策等

・馬関連情報　～イベント情報、各所のコンテンツ、学会開催日程、学会・組織等、

　　　　　　　　　研究機関・博物館

・ライブラリ　～ウマ用語事典、読み物コーナー、馬の資料室、アーカイブズ、リンク
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