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はじめに

この年報は、2020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。当研究所の業務をご理解いただく一助となれば幸いに存じます。

2020年度は、予め承認を受けた22課題の研究に取り組み、そのうち6課題が完了しました。一般研究

では2課題が完了しましたが、いずれの研究成果も馬感染症の防疫体制の構築に資するものであると

考えております。外部研究機関への委託研究は、馬のiPS細胞を樹立し間葉系幹細胞を作製した研究、

アクチビンの生理作用に関する研究、馬インフルエンザウイルスの呼吸器における受容体の分布に関する

研究、と多岐にわたり、各分野における馬産業に直結する研究につなげることができました。これらの

研究課題以外にも、事故対策や競走馬の生産などに関する研究に取り組み、所期の成果を得ることができ

ました。また、昨年、競走馬総合研究所は、馬インフルエンザの検査法に関してISO/IEC17025認定を

取得しました。

これらの研究成果を生かし、競馬サークルの発展に寄与すべく、引き続き所員一丸となって業務に取り

組んでいく所存です。

昨年はコロナ禍により、競走馬総合研究所が実施している獣医系大学生を対象とした「JRA総研

サマースクール」、小学生を対象とした「馬学講座」、家畜保健衛生所職員を対象とした「馬感染症研究会」、

競馬ファン向けの見学ツアーなど、多くの行事が中止や延期あるいは規模の縮小を余儀なくされました。

また、獣医系大学において総研が担当している「馬臨床学」に関連する講義の多くも、オンライン開催に

変更されました。

コロナや世の中の先行きは見通せませんが、競走馬総合研究所は、いかなる状況においても生産地、

臨床獣医師、厩舎関係者のニーズに即した研究を行うとともに、わが国の獣医学教育への貢献も続けて参り

ます。皆様の変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

　2021年6月

	 競走馬総合研究所

	 所長　和田信也
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Ⅰ．業 務 概 況





　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、国内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、伝染病対応に関する研究を実施する本所（栃木県下野市）と競走馬の

リハビリテーションを実施する常磐支所（福島県いわき市）で構成されている。また、日高育成牧場には、

競走馬の生産育成に関する研究を実施する生産育成研究室が設置されている。

　2020年12月1日現在、総研全体の職員数（嘱託を含む）は84名であり、日高育成牧場を含めた研究

職員数（研究室長を含め、研究者として研究に取り組んでいる職員）は25名である。

１．本　所

　本所は、2020年12月1日現在、1課5室（総務課・企画調整室・運動科学研究室・臨床医学研究室・

微生物研究室・分子生物研究室）で構成され、職員数（嘱託を含む）は75名、うち研究職員数は21名と

なっている。

１）総務関係

　外部向けイベントとして、2018年から実施している小学校高学年およびその保護者の方を対象と

した馬学講座、ならびに馬との触れ合いを通して地域社会との融和を図るべく、毎年恒例となっている

県内中学生の職場体験学習や近隣小学生の施設見学は中止した。

２）研究関係

⑴　研究課題

　2020年度は、計22題（一般研究11題・招聘研究1題・委託研究8題・共同研究2題）の研究を

実施し、この内6題（一般研究2題・委託研究3題・共同研究1題）が完了した（生産育成研究室

実施分を含む）。

⑵　その他の調査研究

　馬事部および施設部と連携し、事故防止、防疫および生産地疾病の対策に関する調査研究を実施

した。

①　事故防止対策に係わる調査研究

A）	 腱・靱帯損傷の診断法・評価法・予防法に関する調査研究

B）	 統計学的手法を用いた競走馬事故関連要因の解析に関する調査研究

C）	 両トレセン繋養馬における蟻洞の発症状況に関する調査

②　防疫対策に係わる調査研究

A）	 馬ピロプラズマ病診断用IFAプレートの作製および抗原性の検証

B）	 海外流行馬インフルエンザウイルスに対するワクチンの評価

C）	 馬伝染性貧血国内清浄化確認のためのサーベイランス体制の構築

D）	 自家調整抗原による鼻疽血清学的試験の検討

E）	 馬鼻肺炎生ワクチンに対する血清中和抗体応答調査
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F）	 OIEリファレンス・ラボ認定取得に向けた取り組みについて

③　生産地疾病対策に係わる調査研究

A）	 馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査（微生物研究室・分子生物研究室）

B）	 馬クッシング症候群に関する調査（生産育成研究室）

⑶　研究成果の公表

研究成績をまとめて論文および学術集会で報告し、研究成果の発信と普及に努めた。

①　学術論文…………………………31編（英文30編・和文1編：共著を含む）

②　学会発表…………………………25題（海外2題・国内23題：本会研究者が発表分のみ）

⑷　学位の取得

なし。

３）普及および技術協力

⑴　研究成果を活用した馬科学情報の発信

　馬に関する科学情報を広く発信し、馬や競馬に対する興味と理解を深めることに努めている。

①　専門書への執筆………………………………………… 3件

②　その他の普及雑誌への執筆………………………… 22件

③　定期刊行物の発刊

　　競走馬総合研究所年報Vol.35（2019）	…………… 400部

④　番組出演………………………………………………… 5回

⑤　総研ホームページの更新………………………………随時

⑵　講習会および研修会を通じた技術協力

　講習会および研修会を通じ、馬関係者の知識・技術の向上に努めているが、その一部は中止に

なった。

　また開催形式は、オンライン、ビデオ講義、あるいは資料配付が多く、対面形式のものは少な

かった。

①　講習会等での講演

A）	 本会内での講演……………………………………… 4件

B）	 本会外での講演…………………………………… 21件

C）	 大学での講義・実習………………………………… 8件

D）	 公開講座・スポーツ科学セミナーなど…………… 0件

　例年、厩舎関係者を対象として栗東および美浦トレーニング･センターで実施している

「競走馬スポーツ科学セミナー」、ならびに日高地区の牧場関係者を対象として実施している

「強い馬づくりのための生産育成技術講座は中止となった。
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②　研修会等での技術指導

A）	 本会職員を対象とした研修………………………… 2件

B）	 外部研修生を対象とした研修……………………… 9件

　例年、獣医系大学生を対象として実施しているJRA総研サマースクールおよび日高育成

牧場スプリングキャンプ・サマーセミナーは中止した。

　「馬防疫検討会」馬感染症研究会は、10月28日～29日に総研において、全国の家畜衛生

担当者を対象として開催した。本年は、技術部会のみを開催し、研究部会は中止した。技術

部会には、家畜保健衛生所員12名（11都道県）と動物検疫所員2名が参加し、馬感染症の

診断ならびに防疫に必要な講義・技術研修を実施した。

⑶　海外留学

　2019年9月30日～2020年11月19日に、黒田泰輔臨床医学研究室研究役をトゥルーズ獣医学校

（フランス共和国）へ研究留学させた。

⑷　大学院での教育活動

　岐阜大学大学院連合獣医学研究科の連携機関として、大村一運動科学研究室長（客員教授）、

桑野睦敏臨床医学研究室上席研究役（客員教授）および佐藤文夫臨床医学研究室長（客員教授）、

また、山口大学大学院連合獣医学研究科の連携機関として、丹羽秀和微生物研究室研究役（指導教員）

および坂内天分子生物研究室研究役（指導教員）を介した研究支援・人材育成活動を行った。

⑸　各種委員会活動

　競走馬総合研究所の職員はその専門的知識を活用し、国内外の外部組織からの依頼を受け、各種

委員会で委員として活動している。以下に主な活動を示す。

①　国際委員会

A）	 馬の国際間移動に関する委員会（IMHC）

　　2021年1月に延期された。

B）	 OIE馬インフルエンザ専門家会議

　　例年パリで開催されているが、本年は4月16日に開催されたWeb会議に所員1名が参加した。

②　国内委員会

A）	 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

　　9月と12月に動物医薬品検査所主催のメール会議が実施され、所員1名が委員として参加した。

⑹　病性鑑定・依頼試験

　本会および外部機関から、150件、230頭、519検体の病性鑑定依頼を受け、これを実施した。

この内4件について、診断の技術援助として職員を派遣した。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、依頼試験として本会購入馬の

着地検査期間中における検査および種馬場供用種牡馬の衛生検査を実施した。
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⑺　ISO/IEC17025認定の取得

　7月30日付けで分子生物研究室が、「赤血球凝集抑制試験による馬インフルエンザウイルスの

血清学的検査」および「RT-PCR法による馬インフルエンザウイルス遺伝子の検出」の2種類の

検査方法について、国際標準規格ISO/IEC17025の認定を取得した。

４）企画調整関係

⑴　研究の企画調整

①　2019年度に完了した研究8題（一般研究5題・委託研究3題）の成績を各研究室と共同でとり

まとめ、完了・継続研究成績報告会（2月19日）および委託・共同研究成績報告会（4月16日）を

開催して報告した。また、2021年から新たに開始予定の研究7題（一般研究3題・委託研究4題）

を各研究室と共同で企画・立案し、新規研究計画説明会（4月16日）を開催して説明した。

②　完了研究成績および新規研究計画は、研究評価委員会（それぞれ2月19日と4月16日）および

研究企画運営委員会（4月17日）にて評価を受けた。

③　完了研究成績および新規研究計画とその評価結果をとりまとめ、総合研究企画委員会に提出し、

本会経営層の承認を受けた。

⑵　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、海外渡航審査委員会、動物

実験委員会、図書委員会、研究備品管理委員会等）を運営した。

②　2020年度衛生研究費予算の適切な執行を管理し、併せて2021年度の研究予算案を作成した。

③　研究成果の公表・普及、講習会等への講師派遣、研修生の受入れ、病性鑑定等に係る事務手続

を行った。

④　11月24日に、神田明神ホールにおいて、「第62回競走馬に関する調査研究発表会」を開催した。

⑤　日本ウマ科学会の事務局として会員および予算の管理を行うとともに、下記活動を通じてウ

マ科学の普及と啓発に努めた。

A）	 学術集会：11月30日～12月10日に、「第33回日本ウマ科学会学術集会」をWeb開催した。

一般講演の他、「小格馬やおとなしい乗用馬の積極的利用について考えよう！－馬の多様な

利活用を推進する－」をテーマとしたシンポジウムを実施した。

B）	 英文雑誌の発刊：「Journal	of	Equine	Science」を4回発刊した。

C）	 和文雑誌の発刊：「Hippophile」を4回発刊した。

D）	 ホームページ：会員向けに最新情報を随時更新した。

E）	 役員会：常任理事会を3回開催した。理事会・評議員会および総会は各1回、Web開催した。

５）飼養・普及関係

⑴　飼養管理

　月平均41頭の研究馬の飼養管理を実施した。健康管理のため、定期的に運動や馬体洗浄などの
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ケアを行い、病気の予防に努めた。また、伝染病予防のため、在厩馬の定期健康診断、予防接種、

厩舎消毒及び殺虫剤散布（害虫駆除）を実施するとともに、6月30日付で改正された「飼養衛生

管理基準（10月1日施行）」を遵守するよう、総研における防疫対応の見直しを行った。

⑵　研究補助

　馬を用いた実験の補助作業を日常的に行った。また、運動科学研究室の実験計画に従って、

トレッドミルによるトレーニングを実施した。

⑶　馬事普及

①　馬事普及活動に用いる研究馬6頭を飼養、馴致している。

②　（公社）日本装削蹄協会装蹄教育センター講習生の削蹄実習を受け入れた。

２．常磐支所（競走馬リハビリテーションセンター）

　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）9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適切なリハビリテーションを実施することで

競走復帰を図るとともに、最良のリハビリテーションメニューを構築するための研究を実施することで

ある。リハビリ施設として、騎乗運動用馬場（1周400m）、スイミングプール、ウォータートレッドミル、

高速トレッドミル、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

　当支所は競走馬のリハビリテーションに関する研究施設であるが、一般には「馬の温泉」として

知られており、地元（福島県）のテレビ局、ラジオ、新聞、観光雑誌、いわきのタウン誌などにしば

しば取り上げられている。また、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・小学校の遠足や福祉施設の外出行事の際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。本年は、例年実施している競馬ファン向けの見学ツアー

や競馬教室を中止したが、幼稚園から高校生までを対象に見学研修会（10件・324名）を実施する

ことで、リハビリ業務を紹介するとともに馬事普及を行った。なお、一般観光客を含めた2020年の

見学者総数は3,513名であった。

２）療養業務関係

⑴　療養馬在厩状況

　2020年度の在厩馬の実頭数は57頭（延べ5,924頭）であり、内訳は美浦トレーニング・センター

所属28頭・栗東トレーニング・センター所属29頭であった。

　2020年度中に入所した馬は35頭であり、その病類別内訳は、腱あるいは靭帯の疾患16頭

（45.7％）、骨の疾患が12頭（34.3％）、その他が7頭（20.0％）であった。また、退所した馬は41頭
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で、その平均療養日数は185.8日であり、退所後20頭が競馬に復帰した。

⑵　リハビリテーション実施状況

　スイミングトレーニングは16頭（延べ421頭）に対し、5月18日～10月16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30頭（延べ605頭）、高速トレッドミルは40頭（延べ

1,828頭）、ウォーターウォーキングマシンは41頭（延べ1,686頭）であった。

⑶　診療および装削蹄頭数

　診療延頭数は1,148頭、装削蹄延頭数（落鉄・端蹄廻しを含む）は243頭であった。放牧中の本

会所属馬の曳き付け診療を1頭に実施した。

⑷　防疫業務

　防疫業務では定期検査を春季21頭（研究馬5頭を含む）、秋季15頭に対し、また入厩検疫を9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

感染症、馬インフルエンザ、馬鼻肺炎の予防接種を実施するとともに、月1～4回の害虫駆除や年8回

の厩舎消毒を実施した。また、10月1日付で施行された「飼養衛生管理基準」を遵守するよう、防疫

対応の見直しを行った。

３）研究関係

⑴　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、療養馬

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

した。また、浅屈腱炎等の臨床症例に対しultrasound	tissue	characterization（UTC）による検査を

定期的に実施するとともに、これまで蓄積したデータをまとめ、浅屈腱炎の損傷部体積測定とリハ

ビリ期における腱線維配列評価の有用性について調査研究発表会や日本ウマ科学会で報告した

（臨床医学研究室と共同）。

⑵　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。2020年に幹細胞移植を

実施した入所馬は6頭であった。

競走馬総合研究所年報　2020 年（	 6 	）



Ⅱ．　研　究　関　係





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）

No. 研究種類
研究分野 研究課題 実施年度 担当

研究室 協力機関

1 一　般
伝染病対応

質量分析装置（MALDI-TOF	MS）を用いた
分離菌株の回顧的調査 2018年～2020年 微生物

2 一　般
伝染病対応

ウマヘルペスウイルス1型神経病原性変異株
の簡易検査法の開発 2018年～2020年 分子生物

3 委　託
スポーツ障害

ウマ人工多能性幹細胞（iPS）を利用した
間葉系幹細胞の作製 2018年～2020年 臨床医学 東京農工大学

4 委　託
伝染病対応

呼吸器における馬インフルエンザウイルス
の糖鎖受容体の分布に関する研究 2018年～2020年 分子生物 福島工業

高等専門学校

5 委　託
生産育成

妊娠馬の胎子胎盤機能調節における
アクチビンの生理作用に関する研究 2018年～2020年 生産育成 帯広畜産大学

6 共　同
伝染病対応 馬の病原細菌における薬剤耐性機構の解析 2018年～2020年 微生物 農研機構

動物衛生研究部門
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1．質量分析装置（MALDI-TOF…MS）を用いた分離菌株の回顧的調査
　　（2018～2020年）	 担当研究室：微生物研究室

【研究成績のポイント】
●　MALDI-TOF	MSがウマおよびウマ環境由来細菌の菌種同定にも有用であることを示した。
●　MALDI-TOF	MSでは同定できなかったウマおよびウマ環境由来細菌の特徴を明らかにした。
●　ウマおよびウマ環境由来細菌の情報を補完したデータベースを構築したことにより、MALDI-

TOF	MSを用いた細菌同定の精度が向上した。

　【研究成績の概要】
　マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析計（MALDI-TOF	MS）は、細菌由来タンパク質
成分の分子量情報を測定し、データベースを参照して菌種を同定する新たなシステムである。本研究
では、ヒト由来細菌と異なることが多いウマおよびウマ環境由来細菌についてMALDI-TOF	MSによる
再同定を行い、本細菌同定法の有用性を評価した。さらに、同定株について遺伝学的な検討を含めた考察を
行ない、ウマおよびウマ環境由来細菌の情報を追加したデータベースを作成した。
　本研究には、病性鑑定等で分離・同定後に微生物研究室に保存されているウマおよびウマ環境由来株
3786株を用いた。まず、この3786株についてMALDI-TOF	MSによる菌種同定を行った結果、菌種
レベルで同定できたものが3268株（86.3%）、属レベルで同定できたものが313株（8.3%）、同定でき
なかったものは205株（5.4%）であった（図1）。大部分の株が同定できたことから、MALDI-TOF	MS
はウマおよびウマ環境由来細菌の同定においても有用であると考えられた。ウマの主な病原細菌が属する
分類グループの中で、腸内細菌科とレンサ球菌は菌種レベルで同定できた株の割合が高かったが、グラム
陽性桿菌および偏性嫌気性菌では低く、グループによる差が見られた（表1）。
　MALDI-TOF	MSで菌種レベルで同定できなかった515株について、16S	rRNA系統解析による同定を
行った。この結果、273 株が種レベルで、131 株が属レベルで同定可能であったが、111 株は同定
できなかった。同定できなかった細菌株のうち、Prevotella属菌（図2）、Staphylococcus属菌および
Streptococcus属菌は、既知の菌種とは遺伝学的に離れ、独立したクラスターを形成する株が認められ、
ウマの感染症に関連した未知の菌種である可能性が考えられた。Rhodococcus equi（ロドコッカス・
エクイ）やTayrorella equigenitalis（馬伝染性子宮炎菌）は、MALDI-TOF	MSでは菌種レベルでの同定が
できなかった株が多く、同定に使用しているデータベースに登録されている株の不足や偏りが要因と考え
られた。Actinobacillus equuli	subsp.	equuli（新生子馬の敗血症の原因菌）を含むActinobacillus属菌は、
MALDI-TOF	MSでの同定結果と、16S	rRNA系統解析や毒素遺伝子の検索による同定結果が異なる株が
みられたが（表2）、本属菌には菌種同士が近縁にあることが、菌種の区別を困難にしていると考えられた。
本菌の菌種同定を行うためには、毒素遺伝子等の追加検索が必要であることが示唆された。
　MALDI-TOF	MSによって同定できなかった株の中で16S	rRNAならびに他の遺伝子を用いた系統
解析により菌種が同定できた288株について、MALDI-TOF	MSのデータベースへの登録を行い、新たに
ウマ由来細菌用データベースを作成した。既存のデータベースでは菌種レベルでの同定が困難だった菌株に
ついて、新規データベースを用いて再度同定を行ったところ、グラム陰性桿菌・グラム陽性桿菌・レンサ
球菌では同定可能な株数の増加および同定スコアの上昇が見られた（表3）。新規データベースを用いる
ことでウマ由来細菌の同定精度が向上すると考えられた。
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図1 MALDI-TOF MSを用いたウマおよび
ウマ環境由来細菌の同定結果

Strain No. MALDI-TOF MS
16S rRNA系統解析および

毒素遺伝子の解析

1 Actinobacillus equuli A. equuli subsp. haemolyticus
2 Actinobacillus suis A. equuli subsp. haemolyticus
3 [Actinobacillus] rossii A. equuli subsp. haemolyticus
4 [Actinobacillus] rossii [Pasteurella] caballi

図2 MALDI-TOF MSで同定できなかったウマ由来細菌株および

既知のPrevotella属菌の遺伝学的関係（16S rRNA系統解析）

表2  ウマ由来Actinobacillus属菌の同定結果

（既存データベース → 新規データベース）

菌種レベルでの
同定可能株

スコア（平均）

グラム陰性桿菌 16株 0 → 8 1.763 → 2.133

グラム陽性桿菌 16株 0 → 4 1.490 → 1.664

連鎖球菌 19株 0 → 3 1.660 → 1.795

ブドウ球菌 22株 0 → 0 1.847 → 1.847

偏性嫌気性菌 16株 0 → 0 1.360 → 1.370

腸内細菌 2株 0 → 0 1.770 → 1.770

表3 データベース追加登録による同定結果の変化

菌株数(A) 菌種レベルまで
同定できた株数(B)

割合(B/A)

腸内細菌科 945 926 98.0%

レンサ球菌 965 931 96.5%

ブドウ球菌 502 431 85.9%

グラム陰性菌 484 413 85.3%

ロドコッカス・エクイ 174 130 74.7%

馬伝染性子宮炎菌 278 182 65.5%

偏性嫌気性菌 367 222 60.5%

グラム陽性桿菌 71 33 46.5%

表1  MALDI-TOF MSを用いた細菌の分類グループ別同定割合

※ウマ由来株は●

※赤線の4株は既知の
Prevotella属菌と
遺伝的に乖離
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2．ウマヘルペスウイルス1型神経病原性変異株の簡易検査法の開発
　　（2018～2020年）	 担当研究室：分子生物研究室

【研究成績のポイント】
●　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）標準株と変異株の一塩基多型（SNP）を識別可能な簡易検査

法（LAMP-FLP法）を確立した。
●　現行検査法のリアルタイムPCR法とLAMP-FLP法の一致度が高いことを確認した。
●　2020年1月からLAMP-FLP法の両トレーニング・センターでの運用を開始した。

　【研究成績の概要】
1．EHV-1標準株と変異株のSNPを識別可能なLAMP-FLP法（図1）の確立
　SNPに相補的な消光プローブとウイルス遺伝子増幅産物の平均会合温度は標準株が61.1℃、変異株が
53.8℃で、両株は明確に型別可能であった（図2）。EHV-1以外の検査をしたウイルスは本法で検出され
なかった。プラスミドdNAを用いて求めた検出感度は、1反応あたり標準株が37.6コピー、変異株が
48.1コピーであった（表1）。以上の成績から、本検査法は十分な特異性と検出感度を有すると考えられた。

2．現行のリアルタイムPCR法とLAMP-FLP法の一致度の評価
1）野外検体を用いた評価
　2017-18年度の美浦トレーニング・センターの発熱馬の鼻腔スワブ89検体を評価に用いた。その
結果、両検査法の間での陽性一致率は86%、陰性一致率は100%であった（表2）。これらをもとに
算出したカッパ係数の値は0.91で、両検査法はほとんど完全に一致（Almost	Perfect	agreement）と
判定された。なお、陽性検体の型別結果は全て標準株であった。

2）実験感染馬材料を用いた評価
　EHV-1標準株と変異株を各3頭に接種して、鼻腔スワブとPBMCを接種後14日目まで経時的に
採取した。鼻腔スワブとPBMCの両方、あるいはいずれか一方からEHV-1が検出された場合に陽性
と判定した。その結果、両検査法の間での陽性一致率は90%、陰性一致率は94%であった（表3）。
これらの結果をもとに算出したカッパ係数の値は0.75で、両検査法は実質的に一致（Substantial	
agreement）と判定された。

3．鼻腔および鼻咽頭スワブでのウイルス検出の比較
　実験感染馬から経時的に採取した鼻腔および鼻咽頭スワブでのウイルス検出を比較した。リアルタイム
PCR法で定量したところ、接種後2日目まで鼻咽頭スワブに含まれるウイルス量が有意に多かった

（図3）。LAMP-FLP法での平均検出日数は、鼻腔スワブが8.8日、鼻咽頭スワブが9.7日であった。以上
の成績から、鼻咽頭スワブが検体に適していると考えられた。

4．LAMP-FLP法の両TCへの導入
　検査マニュアルの作成、両TCでの検査室のセットアップ、本検査法に関する説明会、技術研修を
経て、2020年1月から検査の運用を開始した。運用開始後のフォローアップとして、3か月に1回の検査用
マスターミックスの送付、データの確認、技術的助言などを行った。2020年12月までに栗東TCでは42件、
美浦TCでは16件の検査が実施された。
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図1．LAMP-FLP法の流れ

図2．会合曲線解析による遺伝子型別

表1．LAMP-FLP法の検出感度 表2．野外検体を用いた一致度の評価

表3．実験感染馬材料を用いた一致度の評価

図3．鼻腔・鼻咽頭スワブでのウイルス量の推移
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3．ウマ人工多能性幹細胞（iPS）を利用した間葉系幹細胞の作製
　　（2018～2020年）	 担当研究室：臨床医学研究室　　　委託先：東京農工大学

【研究成績のポイント】
●　ウマ骨髄由来間葉系幹細胞あるいは線維芽細胞よりエピソーマルベクターと数種類の低分子化合

物を用いることによりiPS細胞の樹立に成功した。
●　樹立したウマiPS細胞をマトリゲル上で培養することによりフィーダーレス培養への馴化に成功

した。
●　ウマiPS細胞から間葉系幹細胞の特性を示す紡錘形細胞の誘導に成功した。

　【研究成績の概要】
骨髄由来間葉系幹細胞或いは線維芽細胞へ6種類の初期化遺伝子（Oct4、Sox2、Kfl4、L-Myc、Lin28、

mp53dd）およびエピソーマルベクターpCXB-EBNA1を、リポソーム法を用いて導入した後、GSK3β
阻害剤、ROCK阻害剤、TGFß/Activin/Nodal	receptor阻害剤、MEK阻害剤、LIFおよびbFGFを添加
したN2B27培地を用いてiPS細胞の樹立を試みたところ、両細胞からのiPS細胞の樹立に成功した。その
樹立効率は、5	x	104個の細胞に対し初期化遺伝子を導入した場合、導入後21日までに平均5個のiPS
細胞様コロニーが形成されたことから0.01％程度であり、連続で4回成功したことから再現性の高い手法
であることが確認された。

さらに、これらの細胞株をマウスSNLフィーダー細胞上で増殖させた後（図1）、マトリゲルを塗布した
シャーレ上でフィーダーレス培養を実施したところ、増殖率の高いiPS細胞クローン（eiPSC_A2）を
得ることができた（図2）。eiPSC_A2は、アルカリホスファターゼ（図3）、NanogやSSEA-4（図4）
などの ES 細胞マーカーの発現が確認され、核型解析により染色体異常は認められなかった（図 5）。
また、eiPSC_A2から胚葉体（embryoid	body：EB）を形成させた後に行ったin	vitro分化誘導実験に
より、外胚葉、中胚葉および内胚葉関連遺伝子の発現が確認された（図6）。さらに50％マトリゲルに
懸濁したeiPSC_A2を2頭の重度免疫不全マウス（SCIDマウス）の頚部皮下への接種したところ、9週間
後に奇形腫が形成され（図7）、その組織学的解析により神経管、軟骨および腸管などの三胚葉由来組織
が確認されたことから、eiPSC_A2の分化万能性が証明された（図8）。以上の解析結果から、エピソーマル
ベクターを用いることによって、樹立安定性に優れたウマiPS細胞の作製に成功したものと考えられる。

Hynes	et	al.	（Stem	Cell	Dev,	2014）の手法に従い、iPS細胞クローンeiPSC_A2をゼラチン塗布シャーレ
上で10%ウシ胎児血清/0.2	mMアスコルビン酸2-リン酸/1x非必須アミノ酸混合液/25	mM	HEPES/
α-MEMにより2週間培養した後、プラスチックシャーレ上で継代を5回以上繰り返すことによって、
紡錘形の形態を持つ線維芽細胞様細胞に誘導した。

間葉系幹細胞（MSC）の分子マーカーであるCd73、Cd90およびCd105に対するウマ特異的抗体を作
製し、この線維芽細胞様細胞を免疫細胞化学的に解析したところ、大部分がCd73、Cd90およびCd105陽
性となり（図9）、骨、軟骨および脂肪への分化能を有していた（図10）。以上のことから、eiPSC_A2か
ら誘導された線維芽細胞様細胞はiPS細胞由来MSC（eiMSC）であると判断された。
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図1. マウスSNLフィーダー
細胞上におけるウマiPS細胞

図2. マトリゲル塗布シャーレ上における
ウマiPS細胞のフィーダーレス培養

図3. マウスSNLフィーダー細胞上における
ウマiPS細胞のアルカリホスファターゼ陽性像

図4. マウスSNLフィーダー細胞上におけるウマiPS
細胞のNanog（左）およびSSEA-4（右）陽性像

図5. ウマiPS細胞（eiPSC_A2）の核型解析
（常染色体；31対、性染色体；XX）

図6. ウマiPS細胞（eiPSC_A2）から形成した胚葉体（EB）からの分化誘導

図7. ウマiPS細胞（eiPSC_A2）をSCIDマウス頚部
皮下へ接種し9週間に形成された奇形腫（左）で
腫瘍径は2 x 1 cm程度を示した（右）

図8. 形成された奇形腫の組織学的解析.神経管（左）、軟骨（中）および消化管（右）が観察された

図9.ウマiPS細胞（eiPSC_A2）より誘導された間葉系幹細胞（eiMSC）における
CD73（左）、CD90（中）およびCD105（右）陽性像

図10.ウマiPS細胞（eiPSC_A2）由来間葉系幹細胞（eiMSC）の骨（左）、軟骨（中）および脂肪（右）分化能
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4．呼吸器における馬インフルエンザウイルスの糖鎖受容体の分布に関する研究
　　（2018～2020年）	 担当研究室：分子生物研究室　　　委託先：福島工業高等専門学校

【研究成績のポイント】
●　馬インフルエンザウイルス糖鎖受容体に結合親和性を有するマウスモノクローナル抗体を作製した。
●　上記抗体は、鼻腔粘膜より鼻咽頭粘膜に多く結合することが示された。
●　抗体結合結果と一致して、鼻腔粘膜より鼻咽頭粘膜により多くのウイルスが存在していた。
●　馬インフルエンザ診断には、鼻腔スワブよりも鼻咽頭スワブが適していると考えられた。

　【研究成績の概要】
馬インフルエンザ（EI）の正確な診断は、その被害拡大を防ぐために重要である。近年、EI診断には、

検査材料として鼻腔スワブではなく、鼻咽頭スワブを用いるべきであるとの考えが海外で広まりつつある。
しかし、鼻咽頭スワブの採取には特殊な長い綿棒が必要であり、また事故的な出血を避けるため、馬の
保定に一層の慎重さが求められる。現在のところ、馬インフルエンザウイルス（EIV）が馬の呼吸器の
どの部位に感染し増殖するのかは、十分には解明されておらず、特に興奮性の高い競走馬に対して鼻咽頭
スワブを適用するには、その根拠についての十分な検証が必要と考えられる。本研究の目的は、EIVの
糖鎖受容体を認識する単クローン抗体を用いて、馬の呼吸器における糖鎖受容体の分布を解析するとともに、
EIV感染細胞の分布を調べることにより、最適なEI診断のための採材方法（部位）についての知見を
得ることにある。　

2段階の化学・酵素反応を経て合成した、馬インフルエンザウイルスのヘマグルチニンが特異的に結合
する受容体糖鎖（Neu5Gcα2,3Gal）を、高分子骨格（γ-ポリグルタミン酸）上に連結することでEIV
結合性が飛躍的に上昇する多価糖鎖高分子材料を創製した（図1A）。さらに、本糖鎖高分子の残存する
カルボキシ基に対してデシル基を一定の割合で導入（脂質化）することで効率的に乳剤化が可能になる
ことを見出した。脂質化糖鎖のEIV結合機能促進効果の知見から、馬体内に存在するNeu5Gcα2,3Galを
持つ受容体糖脂質分子（図1B）を免疫原として、単クローン抗体の作製を行った。

免疫原溶液にアジュバンド溶液を加えた後、この溶液を6週令のオスのマウス（CSH/HeN）に経時的に
静脈注射することで免疫を行った。Neu5Gcα2,3LacNAc抗原および別途調製したNeu5Gcα2,3Lacに
対する抗体価が上昇したマウスの脾臓を摘出し、常法に従い単クローン抗体を作製した。ELISA法により、
この単クローン抗体（8-1F5）が目的とするNeu5Gcα2,3Lacに対して反応することを確認した（図2）。

実験感染馬の鼻咽頭粘膜および鼻腔粘膜のホルマリン固定 - パラフィン包埋切片に対して、この単
クローン抗体を反応させ、受容体発現を免疫組織化学的に解析した。結果、8-1F5抗体は鼻腔粘膜よりも
鼻咽頭粘膜の線毛に多く結合することが明らかとなった。この結果と一致して、鼻咽頭粘膜の線毛に、
より多くのEIV抗原が共局在していた（図3）。さらに、EIV実験感染馬の鼻腔スワブおよび鼻咽頭スワブ
のウイルス量を発育鶏卵を用いて測定したところ、ウイルスが分離された感染後1日から6日目の全ての
日において鼻咽頭スワブの方が鼻腔スワブと比較してウイルス量が有意に多かった（図4）。

これらの結果は、EIV受容体が鼻咽頭粘膜に多く存在し、それと一致してEIVが鼻咽頭粘膜に多く存在
する可能性がある。以上の理由から、鼻咽頭スワブの方が鼻腔スワブより多くのウイルスを回収できると
考えられた。本研究により、鼻腔スワブより鼻咽頭スワブの方がEIV診断の検体として適していることが
推察された。
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図4 実験感染馬の鼻咽頭スワブと鼻腔スワブ中のウイルス量

図3 実験馬（感染1日後）の鼻腔粘膜と鼻咽頭粘膜に分布する受容体（緑色）、
ウイルス抗原（紫色）、および受容体・ウイルス抗原共局在部（白色）

鼻腔粘膜 鼻咽頭粘膜

図2 シアル酸依存性に反応する
単クローン抗体（8-1F5）

Ac: Neu5Acα2,3Gal
Gc: Neu5Gcα2,3Gal

（A）

（B）

図1 EIV‐ヘマグルチニンに対して結合親和性を有する合成多価糖鎖高分子材料（A）と
馬体内に存在するNeu5Gcα2,3Galを持つ受容体糖脂質分子（B）
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5．妊娠馬の胎子胎盤機能調節におけるアクチビンの生理作用に関する研究
　　（2018～2020年）	 担当研究室：生産育成研究室　　　委託先：帯広畜産大学

【研究成績のポイント】
●　アクチビンAが妊娠馬の血液の他、子宮還流液、卵胞液、胎盤抽出液にも検出されることを示した。
●　妊娠期におけるアクチビンAやその受容体タンパクの局在性を解明した。
●　妊娠馬の血中アクチビン濃度を評価することによりウマの妊娠異常を診断する臨床応用の可能性

を世界で初めて示した。

　【研究成績の概要】
競走馬の生産では、早期胚死滅や流産による妊娠期の損耗は生産者の経済的な痛手が大きいため、早期に

異常を発見し対処することが望ましい。アクチビンは2量体糖タンパクホルモンであり、性腺や胎盤から
分泌され、インヒビンとは逆の生理作用を示すことが知られている。ヒトでは月経周期を調節する生理
作用を有していることが報告されている。これまでの研究では、ウマの妊娠中の血中アクチビン濃度は
胎盤が形成される妊娠50～100日頃に上昇し、妊娠中期に安定した後、分娩に向けて再び高値に達すると
いう特徴的な変動を示すことが報告されている。アクチビンAは、多様な生理機能を有するアクチビン類
のひとつであるが、妊娠期における役割は不明のままである。本研究では、妊娠、分娩における血中
アクチビンA濃度の変化を明らかにするとともに、アクチビンAおよび受容体の局在性を免疫組織化学

（IHC）法により検索し、アクチビンの分泌源および生理作用を解明することを試みた。併せてウマの
妊娠異常を診断する指標としての有用性を検証した。その結果、本研究により、

1）アクチビンAのELISA測定法により馬の血中アクチビン濃度に加えて、子宮還流液、卵胞液、胎盤
抽出液においても測定が可能であった（図1）。

2）サラブレッドおよび北海道和種妊娠馬のアクチビンの動態は類似しており、妊娠前半期および妊娠
後半期において2峰性の上昇を示した（図2）。

3）流産等により子馬が生産されなかった群の血中アクチビンA濃度は、生子を分娩した群のそれらよ
りも有意に高い値で分布していることが明らかとなった（P<0.01）（図3）。

4）乳房腫脹などの異常所見が認められたと申告のあった妊娠馬の血液と、特に申告のない同時期の妊
娠馬の血中アクチビンA濃度に有意差が認められた（P<0.01）（図4）。

5）アクチビンAの構成タンパクであるアクチビンβAサブユニット、アクチビンの受容体タンパクお
よび細胞内シグナル伝達物質として作用するSMAd2,3の局在についてIHC法により検索したところ、妊
娠子宮胎盤等の関連組織に陽性の染色性が認められた（図5）。
　以上の結果から、妊娠期における馬のアクチビンの生理作用として、子宮胎盤組織において発現し、自
己分泌により作用していることが示唆された。また、妊娠期に2峰性の明らかな分泌が認められ、血中濃
度が上昇することから、胎盤形成や胎盤の発達に伴った何等かの作用を有していることが示唆された。さ
らに、血中アクチビン濃度を測定することによりウマの妊娠異常を診断できる可能性が示唆された。
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図 1 アクチビンＡ標準品および各種馬サンプル
の用量依存曲線

図 2 妊娠期北海道和種馬における血清中
アクチビン濃度の変化

図 5 妊娠母体各種組織におけるアクチビンβAサブユニット、
アクチビン受容体、および細胞シグナル伝達物質の局在性

図 3 正常妊娠（青点）および異常妊娠馬における
血漿中アクチビンA濃度の分布

図 4 流産兆候例（灰色）および正常妊娠例（白）
における血中アクチビンA濃度の比較
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6．馬の病原細菌における薬剤耐性機構の解析
　　（2018～2020年）	 担当研究室：微生物研究室　　　共同研究機関：農研機構　動物衛生研究部門

【研究成績のポイント】
●　馬の主要な病原細菌における薬剤感受性および薬剤耐性化の傾向を明らかにした。
●　様々な薬剤耐性遺伝子や遺伝子変異が薬剤耐性化に関与していることを明らかにした。
●　獣医療上問題となる基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生大腸菌やメチシリン耐性

黄色ブドウ球菌（MRSA）のゲノム解析を行い、それらの特徴を明らかにした。

　【研究成績の概要】
細菌感染症に対する治療として、病原菌の殺菌や増殖を阻止する目的で様々な抗菌薬が使用される。

本研究では、馬の主要な病原細菌において獲得耐性を持つ細菌がどの程度存在するかを明らかにすると
ともに、その耐性機構の解析を実施した。

2001～2018年に馬から分離された大腸菌90株、緑膿菌58株、黄色ブドウ球菌97株、Streptococcus 
zooepidemicus138株について、微量液体希釈法を用いて16種の抗菌薬の最小発育阻止濃度を測定した。

大腸菌は多様な薬剤耐性パターンを示し、βラクタム、アミノグリコシド、テトラサイクリン、キノロン、
クロラムフェニコール、ST合剤において獲得耐性を持つと考えられる株が認められた。特に2011年以降、
フルオロキノロン耐性株の増加やESBL産生大腸菌が検出されるなど薬剤耐性化の傾向が認められた

（図1、2）。獲得耐性を示す株について薬剤耐性遺伝子の分布状況を調査した結果、βラクタム、アミノ
グリコシド、サルファ剤に対する耐性遺伝子を保有する株が多く認められた（図3）。ESBLを産生する
2 株のESBL遺伝子（blaCTX-M-1）は染色体上に存在しており、ESBL遺伝子が他の細菌へ伝播する
リスクは低いことが明らかとなった（図4）。

緑膿菌では、アミノグリコシド、テトラサイクリン、キノロン、ホスホマイシンにおいて獲得耐性を
持つと思われる株が認められた。ゲンタマイシン耐性株は、2003年以前にのみ認められ、耐性化には
2種類の遺伝子の関与が認められた。

黄色ブドウ球菌は、多様な感受性パターンを示した。32株がMRSAであり、2011年以降、急激な増加が
認められた（図5）。すべてのMRSA株が耐性遺伝子の一種であるmecAを保有しており、そのうち1株は
mecCも同時に保有する株であった。また、MSSAと比較してMRSAでは、テトラサイクリン、マクロ
ライド、アミノグリコシドに対する耐性遺伝子の保有率が高かった（図6）。

S. zooepidemicusは、βラクタム耐性株は認められない一方，テトラサイクリンに対して獲得耐性を
持つと考えられる株が認められた。多くのテトラサイクリン耐性株が、テトラサイクリン耐性遺伝子を
保有していた。

緑膿菌やS. zooepidemicusは、分離時期によらず類似した感受性パターンを示す一方、大腸菌や黄色
ブドウ球菌の感受性パターンには多様であった。これらの細菌の薬剤耐性化には抗菌薬の種類に応じた
様々耐性遺伝子が関与しており、特に獣医療上問題となるESBL遺伝子やキノロン耐性変異を持つ大腸菌、
mecAまたはmecCを持つMRSAが認められた。これらの耐性菌に対して適切な治療を行うためには薬剤
感受性試験の結果に基づく抗菌薬の選択が重要と考えられた。
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図1. 大腸菌におけるセフチオフル
（βラクタム系抗菌薬）のMICの分布
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図2. 大腸菌おけるエンロフロキサシン
（キノロン系抗菌薬）のMICの分布
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図3. 大腸菌おける薬剤耐性遺伝子の分布状況

図4. ESBL産生大腸菌におけるESBL産生
遺伝子の局在
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２．継続研究課題一覧
（生産育成研究室を含む）

No. 研究種類
研究分野 研究課題 実施年度 担当

研究室 協力機関

1 一　般
スポーツ科学 駈歩時の速度および傾斜と筋電図の関係 2019年～2021年 運動科学

2 招　聘
スポーツ科学

長時間の輸送ストレスが馬体および行動に
与える影響 2019年～2021年 運動科学 バーリ大学

（イタリア）

3 一　般
スポーツ科学

高強度インターバルトレーニングが
サラブレッドの運動能力に与える影響 2020年～2022年 運動科学

4 一　般
スポーツ障害

競走馬の事故防止および各種疾病に対する
臨床技術（診断法・治療法）の向上に
資するための基礎研究

2018年～2022年 臨床医学
運動科学

微生物
栗東TC
美浦TC
日高育成牧場
宮崎育成牧場

5 一　般
スポーツ障害

持続的な滑膜炎モデルの作製とPRPの
関節内投与効果の検討 2020年～2022年 臨床医学

6 一　般
スポーツ障害

ウマ間葉系幹細胞を用いた凝集体作製法の
改良および治療効果に関する検討 2020年～2022年 臨床医学

7 一　般
伝染病対応 馬感染症の疫学監視および臨床微生物学的研究 2019年～2023年 微生物

分子生物

8 一　般
伝染病対応

ウマ呼吸器由来マイコプラズマ属菌の
保菌調査および遺伝学的検査法の確立 2020年～2022年 微生物

9 一　般
伝染病対応

リバースジェネティクス法による
馬インフルエンザウイルスのヘマグルチニン

（HA）遺伝子を保有する人工ウイルスの作出
2019年～2021年 分子生物 東京大学医科学研究所

ウィスコンシン大学

10 一　般
生産育成

競走馬の生産・育成技術および若馬の疾病に
関する調査研究 2017年～2021年 生産育成 日高家畜保健衛生所

11 委　託
スポーツ科学

ウマおよび騎乗者の運動解析のための計測・
分析方法論の開発 2019年～2021年 運動科学 慶應義塾大学

政策・メディア研究科

12 委　託
スポーツ科学

高強度インターバルトレーニングが
サラブレッドの骨格筋に与える影響 2020年～2022年 運動科学 山口大学

13 委　託
スポーツ障害

眼疾患治療法の改善を目的とした
ウマ再構築角膜を用いた試験系の確立 2019年～2021年 臨床医学 鳥取大学農学部

共同獣医学科

14 委　託
生産育成

馬プロテオミクスのAIを用いた解析に関する
基礎的検討 2020年～2021年 生産育成 東京工業大学

15 委　託
生産育成

馬の機能性物質としてのクロロフィル由来
フィトールの代謝吸収と作用 2020年～2021年 生産育成 広島大学

16 共　同
伝染病対応

ウマ腸管オルガノイドの確立および
ウマ下痢症ウイルス分離の試み 2019年～2021年 分子生物 農研機構

動物衛生研究部門
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３．研究成果の公表
１）学術論文

　題　　　　　　　名 著　　　　　　者 誌名・巻・頁・年

【企画調整室】

A	candidate-SNP	retrospective	cohort	study	
for	fracture	risk	in	Japanese	Thoroughbred	
racehorses

(Tozaki	T,	Kusano	K,	Ishikawa	Y),	
Kushiro	A,	(Nomura	M,	Kikuchi	M,	
Kakoi	H,	Hirota	K,	Miyake	T,	
Hill	EW,	Nagata	S)

Anim	Genet
51,	43-50,	2020

【運動科学研究室】

Do	muscle	activities	of	M. splenius and M. 
brachiocephalicus	Decrease	because	of	exercise-
induced	fatigue	in	Thoroughbred	horses?

Takahashi	Y,	Mukai	K,	Ohmura	H,	
Takahashi	T

J	Equine	Vet	Sci
86,	102901,	2020

Risk	factors	for	exertional	heat	illness	in	
Thoroughbred	racehorses	in	flat	races	in	Japan	
(2005-2016)

Takahashi	Y,	Takahashi	T Equine	Vet	J
52,	364-368,	2020

High-intensity	training	in	normobaric	hypoxia	
enhances	exercise	performance	and	aerobic	
capacity	in	Thoroughbred	horses:	a	randomized	
crossover	study

Mukai	K,	Ohmura	H,	Matsui	A,	
(Aida	H),	Takahashi	T,	(Jones	JH)

Physiol	Rep
8,	e14442,	2020

Short-term	hypoxic	training	increases	
monocarboxylate	transporter	4	and	
phosphofructokinase	activity	in	Thoroughbreds

(Wang	W),	Mukai	K,	(Takahashi	K),	
Ohmura	H,	Takahashi	T,	(Hatta	H,	
Kitaoka	Y)

Physiol	Rep
8,	e14473,	2020

Effect	of	lactate	administration	on	
exercise-induced	PGC-1α	mRNA	expression	in	
Thoroughbreds

(Kitaoka	Y),	Mukai	K,	(Takahashi	K),	
Ohmura	H,	(Hatta	H)

Comp	Exer	Physiol
16,	253-258,	2020

A	comparison	of	5	cooling	methods	in	hot	and	
humid	environments	in	Thoroughbred	horses

Takahashi	Y,	Ohmura	H,	Mukai	K,	
Takahashi	T

J	Equine	Vet	Sci
91,	103130,	2020

Cardiopulmonary	function	during	supramaximal	
exercise	in	hypoxia,	normoxia	and	hyperoxia	in	
Thoroughbred	horses

Ohmura	H,	Mukai	K,	Matsui	A,
Takahashi	T,	Jones	JH

J	Equine	Sci
31,	67-73,	2020

Epidemiology	of	jockey	falls	and	injuries	in	flat	
and	jump	races	in	Japan	(2003–2017)

(Mizobe	F),		Takahashi	Y,	(Kusano	K) J	Equine	Sci
31,	101-104,	2020

【臨床医学研究室】 	

Mortality,	clinical	findings,	predisposing	factors	
and	treatment	of	Clostridioides difficile	colitis	in	
Japanese	Thoroughbred	racehorses

(Nomura	M),	Kuroda	T,	Tamura	N,	
Muranaka	M,	Niwa	H

Vet	Rec
187,	e14,	2020

Utility	of	systemic	voriconazole	in	equine	
keratomycosis	based	on	pharmacokinetic-
pharmacodynamic	analysis	of	tear	fluid	following	
oral	administration

Tamura	N,	(Okano	A),	Kuroda	T,	
Niwa	H,	(Kusano	K,	Matsuda	Y),	
Fukuda	K,	Mita	H,	(Nagata	S)

Vet	Ophthalmol
23,	640-647,	2020	

Single-dose	pharmacokinetics	of	orally	
administered	metronidazole	and	intravenously	
administered	imipenem	in	healthy	horses	and	
computer-based	simulation	of	pleural	fluid	
concentrations	with	multiple	dosing

Kuroda	T,	(Nagata	S),	Tamura	N,	
Kinoshita	Y,	Niwa	H,	Mita	H,	
(Minami	T),	Fukuda	K,	(Hobo	S),	
Kuwano	A

Am	J	Vet	Res
81,	783-789,	2020

Optimal	activation	methods	for	maximizing	the	
concentrations	of	platelet-derived	growth	factor-
BB	and	transforming	growth	factor-β1	in	
equine	platelet-rich	plasma

Fukuda	K,	Kuroda	T,	Tamura	N,	
Mita	H,	Kasashima	Y

J	Vet	Med	Sci
82,	1472-1479,	2020
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　題　　　　　　　名 著　　　　　　者 誌名・巻・頁・年

Optimal	Double-spin	method	for	maximizing	the	
concentration	of	platelets	in	equine	platelet-rich	
plasma

Fukuda	K,	Kuwano	A,	Kuroda	T,	
Tamura	N,	Mita	H,	(Okada	Y),	
Kasashima	Y

J	Equine	Sci
31,	105-111,	2020

【微生物研究室】

Complete	genome	sequence	of	Mycoplasma felis	
strain	Myco-2,	isolated	from	an	equine	tracheal	
wash	sample	in	Japan

Kinoshita	Y,	Niwa	H,	Uchida-Fujii	E,	
Nukada	T

Microbiol	Resour	
Announc
9,	e00057-20,	2020

2009～2015年における北海道日高管内で発生した
新生子馬のActinobacillus equuli感染症の回顧的
調査，分離菌の分子疫学解析及び薬剤感受性

(山本敦子・齊藤真里子・伊藤　満・
原田健弘)・越智章仁・丹羽秀和

日獣会誌
73,	185-190,	2020

Identification	of	a	mecA/mecC-positive	MRSA	
ST1-t127	isolate	from	a	racehorse	in	Japan	

(Sekizuka	T),	Niwa	H,	Kinoshita	Y,	
Uchida-Fujii	E,	(Inamine	Y,	Hashino	M,	
Kuroda	M)

J	Antimicrob	
Chemother
75,	292-295,	2020

Matrix-assisted	laser	desorption	ionizatione-time	
of	flight	mass	spectrometry	(MALDI-TOF	MS)	
for	identification	of	bacterial	isolates	from	horses

Uchida-Fujii	E,	Niwa	H,	Kinoshita	Y,	
Nukada	T

J	Equine	Vet	Sci
95,	103276,	2020

Molecular	phylogenetic	and	matrix-assisted	laser	
desorption	ionization	time-of-flight	mass	
spectrometry	identification	of	isolates	from	
horses	identified	as	Enterobacter cloacae	by	
biochemical	identification

Uchida-Fujii	E,	Niwa	H,	Kinoshita	Y,	
(Katayama	Y),	Nukada	T

J	Equine	Sci
31,	49-55,	2020

【分子生物研究室】

Establishment	of	an	enzyme-linked	
immunosorbent	assay	for	Getah	virus	infection	in	
horses	using	a	20-mer	synthetic	peptide	for	the	
E2	glycoprotein	as	an	antigen

Bannai	H,	Nemoto	M,	Tsujimura	K,	
Ohta	M

Arch	Virol
165,	377-385,	2020

Evaluation	of	current	equine	influenza	
vaccination	protocols	prior	to	shipment,	guided	
by	OIE	standards

(Cullinane	A,	Gahan	J,	Walsh	C),	
Nemoto	M,	(Entenfellner	J,	
Olguin-Perglione	C,	Garvey	M,	
Huang	Fu	TQ,	Venner	M,	Yamanaka	T,	
Barrandeguy	M,	Fernandez	C)

Vaccines
8,	107,	2020

Isolation	and	characterization	of	a	rare	group	A	
rotavirus	G13P[18]	strain	from	a	diarrhoeic	foal	
in	Japan

Nemoto	M,	Niwa	H,	(Kida	H,	Higuchi	T,	
Orita	Y,	Sato	S),	Bannai	H,	Tsujimura	
K,	Ohta	M

J	Gen	Virol
101,	800-805,	2020

Antibody	responses	against	equine	influenza	
virus	induced	by	concurrent	and	by	consecutive	
use	of	an	inactivated	equine	influenza	virus	
vaccine	and	a	modified	live	equine	herpesvirus	
type-1	vaccine	in	Thoroughbred	racehorses

Ohta	M,	Bannai	H,	Nemoto	M,	
Kambayashi	Y,	Tamura	N,	Tsujimura	K

J	Equine	Vet	Sci
94,	103221,	2020

Antimicrobial-resistant	Enterococcus faecium	
and	Enterococcus faecalis	isolated	from	healthy	
Thoroughbred	racehorses	in	Japan

(Sukmawinata	E,	Sato	W,	Uemura	R,	
Kanda	T,	Kusano	K),	Kambayashi	Y,	
(Sato	T,	Ishikawa	Y,	Toya	R,	
Sueyoshi	M)

J	Equine	Vet	Sci
94,	103232,	2020

Evaluation	of	cobas	Influenza	A/B	&	RSV	test	
for	diagnosis	of	equine	influenza

Nemoto	M,	(Okita	N,	Kitahata	M),	
Bannai	H,	Tsujimura	K,	Kinoshita	Y,	
Kambayashi	Y,	(Cullinane	A,	
Yamanaka	T),	Ohta	M

J	Equine	Vet	Sci
94,	103249,	2020

Antimicrobial	resistance	profiles	and	
phylogenetic	groups	of	Escherichia coli	isolated	
from	healthy	Thoroughbred	racehorses	in	Japan

(Sato	W,	Sukmawinata	E,	Uemura	R,	
Kanda	T,	Kusano	K),	Kambayashi	Y,	
(Sato	T,	Ishikawa	Y,	Toya	R,	
Sueyoshi	M)

J	Equine	Sci
31,	85-91,	2020
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　題　　　　　　　名 著　　　　　　者 誌名・巻・頁・年

【生産育成研究室】

Comparison	of	the	fecal	microbiota	of	two	
monogastric	herbivorous	and	five	omnivorous	
mammals

(Kobayashi	R,	Nagaoka	K,	Nishimura	N,	
Koike	S,	Takahashi	E,	Niimi	K),	
Murase	H,	(Kinjo	T,	Tsukahara	T,	
Inoue	R)

Anim	Sci	J
91,	e13366,	2020

The	effect	of	mycobacterium	cell	wall	fraction	on	
histological,	immunological,	and	clinical	
parameters	of	postpartum	involution	in	the	mare

(Fedorka	CE),	Murase	H,	(Loux	C,	
Loynachan	AT,	Walker	OF,	Squires	EL,	
Ball	BA,	Troedsson	MHT)

J	Equine	Vet	Sci
90,	103013,	2020

The	changes	of	grazing	behavior	and	locomotion	
activity	per	day	for	stocked	Throughbred	foals	
with	growth

(Tanabe	T,	Mitani	T,	Ueda	K),	
Matsui	A,	(Kawai	M)

Anim	Behav	Manage
56,	55-62,	2020

A	case	of	equine	cryptorchidism	with	
undetectable	serum	anti-Müllerian	hormone

Murase	H,	Ochi	A,	(Tozaki	T,	Kakoi	H,	
Munkhtuul	T,	Kurimoto	S),	Sato	F,	
(Hada	T)

J	Vet	Med	Sci
82,	209-211,	2020

Serum	concentrations	and	testicular	expressions	
of	insulin-like	peptide	3	and	anti-Müllerian	
hormone	in	normal	and	cryptorchid	male	horses

(Tsogtgerel	M,	Komyo	N),	Murase	H,	
(Hannan	MA,	Watanabe	K,	Ohtaki	T,	
Tsumagari	S,	Kawate	N,	Nambo	Y)

Theriogenology
154,	135-142,	2020

　２）学会および研究会… …

　題　　　　　　　名 発　　表　　者 学会名・研究会名 発表年月

【企画調整室】

競走馬臨床における再生医療技術の応用と
その将来

○笠嶋快周 日本獣医再生医療学会
第15回年次大会

2020.1

乳酸から見た競走馬のトレーニング管理 ○平賀　敦・(冨成雅尚) 第16回乳酸研究会 2020.2

競走距離と出走馬の馬体重との関係 ◯高橋敏之・平賀　敦 日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

馬場状態の年代別推移と怪我との関係について (○菊地賢一)・高橋敏之 日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

【運動科学研究室】

シンポジウム「馬術競技における獣医師の役割、
オリンピックイヤー2020を迎えて」
馬の長距離輸送、移動先での競技の難しさ

○大村　一 令和元年度
日本獣医師会
獣医学術学会年次大会

2020.2

暑熱環境下における運動前馬体冷却の効果 ○胡田悠作・向井和隆・
高橋佑治・大村　一

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

レース後半の疲労が走行フォームに与える影響 ◯高橋佑治・高橋敏之・
向井和隆・大村　一

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催
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　題　　　　　　　名 発　　表　　者 学会名・研究会名 発表年月

【臨床医学研究室】

ウマ多血小板血漿(PRP)の最適な活性化条件に
ついての検討

○福田健太郎・黒田泰輔・
田村周久・笠嶋快周

日本獣医再生医療学会
第15回年次大会

2020.1

自己骨髄由来間葉系幹細胞の凝集体を用いた
ウマ浅屈腱炎に対する再生医療

○田村周久・福田健太郎・
黒田泰輔・三田宇宙・
桑野睦敏・(田畑泰彦)・
高橋敏之・笠嶋快周

日本獣医再生医療学会
第15回年次大会

2020.1

日本のサラブレッド種競走馬における腕節構成骨
剥離骨折の発症状況および関節鏡下骨片摘出術後
の予後に骨折部位が与える影響

○三田宇宙・福田健太郎・
黒田泰輔・田村周久・
桑野睦敏・高橋敏之

第99回
日本獣医麻酔外科学会

2020.1

競走馬における第1指(趾)骨近位背側剥離骨折に
対する立位関節鏡下骨片摘出術の特徴と手術成績

(○菊地拓也)・三田宇宙・
田村周久・(栗本慎二郎)

第99回
日本獣医麻酔外科学会

2020.1

四肢蹄に同時に発生した蹄全周性脆弱蹄壁に
おけるセレニウム沈着の証明

○桑野睦敏・上野孝範・
(桂嶋勇輔)・村中雅則・
(立野大樹・斎藤重彰)

令和元年度
日本獣医師会
獣医学術学会年次大会

2020.2

ウマ多血小板血漿(PRP)療法は
筋修復を促進させるか

○福田健太郎・黒田泰輔・
田村周久・三田宇宙・
佐藤文夫・(宮田浩文)・
笠嶋快周

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

ウマ角膜毒性試験系の開発と
トブラマイシン点眼液の角膜毒性について

(○星野浩一郎・
花木千恵・宮平沙貴子)・
黒田泰輔・佐藤文夫・
(伊藤典彦)

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

超音波Bモード法とパワードプラ法を併用した
繋靭帯近位・体部炎の評価方法

(○飯森麻衣・川島雅史・
栗本慎二郎)・田村周久

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

蹄葉炎が疑われた蹄疾患症例に関する調査 (○桂嶋勇輔)・村中雅則・
(大塚尚人・立野大樹)・
桑野睦敏・(神谷和宏)

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

アルカリ病を発症した競走馬の蹄病変における
セレニウム沈着の証明

○桑野睦敏・上野孝範・
(桂嶋勇輔)・村中雅則・
(立野大樹・斎藤重彰)

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

Nanog強制発現による
ウマ骨髄由来間葉系幹細胞の活性化について

(○久保田博己・
榎本はるか)・田村周久・
佐藤文夫・笠嶋快周・
(新井克彦)

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

ウマiPS細胞の樹立とその特性解析 (○新井克彦・
久保田博己・臼井達哉・
服部俊治)・田村周久・
佐藤文夫・笠嶋快周

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

馬の脊髄造影CT検査における
curved	multi	planar	reconstructionを用いた
頸髄圧迫の定量的評価法の開発

(◯近藤太郎)・佐藤文夫・
(都築　直・陳　忠正・
山田一孝)

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

Rational	dosage	regimen	for	cephalothin	
and	cepfazolin	using	pharmacokinetic	and	
pharmacodynamic	analysis	in	healthy	
thoroughbred	horses

○Kuroda	T,	
(Minamijima	Y),	
Tamura	N,	Mita	H,	
Fukuda	K,	(Toutain	PL,	
Bousque-Melou	A)

10th	International	
Conference	on	
Antimicrobial	Agents	in	
Veterinary	Medicine

2020.11
Web開催
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　題　　　　　　　名 発　　表　　者 学会名・研究会名 発表年月

せん断波のAxial	Transmission	法による
炎症骨の評価

(◯宮下和輝・高田峰聖・
見崎貴史・千葉　恒)	・
三田宇宙・田村周久・
(松川真美)

第41回超音波エレクトロ
ニクスの基礎と応用に
関するシンポジウム

2020.11
Web開催

骨膜炎が皮質骨の超音波音速に及ぼす影響 (◯高田峰聖)	・田村周久・
三田宇宙・
(中村　司・宮下和輝・
松川真美)

第41回超音波エレクトロ
ニクスの基礎と応用に
関するシンポジウム

2020.11
Web開催

【微生物研究室】

国内の競走馬における病原細菌の薬剤感受性 ○丹羽秀和・(玉村雪乃・
楠本正博)・木下優太・
内田英里・額田紀雄

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

病馬由来薬剤耐性大腸菌の遺伝学的解析 (◯玉村雪乃)・丹羽秀和・
木下優太・内田英里・
(岩田剛敏・渡部綾子・
新井暢夫・楠本正博)

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

Rapid	diagnosis	of	equine	piroplasmosis	by	flow	
cytometry-based	method:	a	preliminary	study

○Ochi	A,	(Toya	Y,	
Sengoku	M,	Tsuchiya	S),	
Ueno	T,	(Katayama	Y),	
Nukada	T

American	College	of	
Veterinary	Pathologist	
2020

2020.10
Web開催

16S	rRNA-ITS-23S	rRNAオペロン領域を用いた
ウマの腸内細菌叢解析において
unlinked	rRNA遺伝子の影響は少ない

○木下優太・丹羽秀和・
内田英里・額田紀雄

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

口腔内腫瘍を疑う上顎腫瘤の摘出術を実施した
1症例

(○西岡孝之・春日　崇・
飯森麻衣・大塚健史)・
越智章仁・(栗本慎二郎)

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

馬のエナメル上皮癌の1例(Ameloblastic	
carcinoma	in	a	horse)

○越智章仁・(西岡孝之・
栗本慎二郎)・上野孝範・
額田紀雄

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

シンポジウム「常在微生物と感染症」
馬の腸内フローラと感染症

○丹羽秀和 第10回
家畜感染症学会学術集会

2020.12
Web開催

【分子生物研究室】

新規シアル酸認識抗体を用いた
ウマインフルエンザウイルス受容体発現解析

(○左　一八)・越智章仁・
根本　学・(尾形　慎)

日本薬学会　第140年会 2020.3
Web開催

競走馬群におけるウマヘルペスウイルス1型
ワクチンの接種対象拡大の効果

○坂内　天・上林義範・
根本　学・辻村行司・
太田　稔

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

サラブレッドを含む乗用馬群における
馬コロナウイルス感染症の流行

○上林義範・坂内　天・
根本　学、辻村行司・
(平間あき子)・太田　稔

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

JRA競走馬および育成馬における
ウマコロナウイルスの浸潤状況

○坂内　天・上林義範・
根本　学・辻村行司・
太田　稔

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

【常磐支所】

Ultrasound	Tissue	Characterization(UTC)を
用いたリハビリ期における浅屈腱炎の評価

○青木基記・田村周久・
塩瀬友樹・村中雅則

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催
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　題　　　　　　　名 発　　表　　者 学会名・研究会名 発表年月

【生産育成研究室】

仔馬の哺乳期における腸内細菌叢の形成と
母乳成分の関係

(◯大菅春菜・外山晴香)・
村瀬晴崇・(井上　亮・
渡辺　元・永岡謙太郎)

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

ウマ早期胎盤剥離における
トランスクリプトーム解析

○村瀬晴崇・
(El-Sheikh	Ali	H	・
Ruby	R・Scoggin	K・
Ball	B)

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

Insulin-like	peptide	3	and	anti-Müllerian	
hormone	in	normal	and	cryptorchid	male	horses

(○Tsogtgerel	M・
光明南潮)・村瀬晴崇・
(Hannan	MA・渡邉謙一・
大滝忠利・津曲茂久・
川手憲俊・南保泰雄)

第163回
日本獣医学会学術集会

2020.9
Web開催

機械学習を用いた発汗量による
繁殖牝馬の分娩兆候の判定

○松井　朗・村瀬晴崇・
琴寄泰光・(岩本洋平・
遠藤祥郎)・守山秀和

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

若馬の成長にともなう喉頭片麻痺所見の変化
ならびに母馬との関連性

○琴寄泰光・(頃末憲治)・
守山秀和・(冨成雅尚・
遠藤祥郎)・村瀬晴崇・
(岩本洋平)・佐藤文夫

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

育成馬に対する調教後乳酸値の目標設定の検討 (○冨成雅尚)・胡田悠作・
(遠藤祥郎・竹部直矢・
長島剛史)・琴寄泰光・
(福田一平)・大村　一

日本ウマ科学会
第33回学術集会

2020.11
Web開催

３）第62回競走馬に関する調査研究発表会（2020.11.24）

　題　　　　名 発　　表　　者

【運動科学研究室】…

駈歩における手前、反手前および速度が筋活動量に与える影響 ○高橋佑治・高橋敏之・向井和隆・胡田悠作・
大村　一

暑熱環境下における運動がサラブレッドの生理応答に及ぼす影響 ○胡田悠作・向井和隆・高橋佑治・大村　一

高強度インターバルトレーニングが
サラブレッドの生理学的応答に与える影響

○向井和隆・高橋佑治・胡田悠作・大村　一

イソフルランおよびセボフルラン吸入麻酔下における
末梢組織血流量

(○前　尚見)・高橋佑治・向井和隆・胡田悠作・
大村　一・(石川裕博)

【臨床医学研究室】

JRAトレーニングセンター繋養競走馬の蟻洞発生状況(春季調査) ○三田宇宙・田村周久・桑野睦敏・
(栗東TC蟻洞調査チーム・
美浦TC蟻洞調査チーム)・佐藤文夫
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　題　　　　名 発　　表　　者

持続的腕節炎モデルにおける滑膜炎症と発現マーカー ○福田健太郎・黒田泰輔・田村周久・三田宇宙・
桑野睦敏・佐藤文夫

ウマiPS細胞の作製について ○田村周久・三田宇宙・黒田泰輔・福田健太郎・
桑野睦敏・佐藤文夫・笠嶋快周・(新井克彦)

遺伝子改変サラブレッドの検出法の開発 (○戸崎晃明・大沼　葵・菊地美緒・石毛太一郎・
栫　裕永・廣田桂一・永田俊一)・田村周久・
(吉原英留・草野寛一)

本会における急性腹症に対する手術成績の回顧的調査 (○南　卓人)・三田宇宙・(桂嶋勇輔・
岸　大貴・大塚健史・栗本慎二郎)

喉頭形成術実施馬の回顧的調査 (○東樹宏太)・三田宇宙・黒田泰輔・
(酒井哲志・神谷和宏)

腕節構成骨剥離骨片摘出術時の滑膜炎と予後との関連性 (○国井博和)・三田宇宙・福田健太郎・
(美浦手術班・神谷和宏)

超音波Bモード法とパワードプラ法を併用した
繋靭帯近位・体部炎の評価方法

(○飯森麻衣・川島雅史・栗本慎二郎)・田村周久

【微生物研究室】

解凍肢を用いた外科手技による感染比較モデルの予備的検討 ○額田紀雄・・三田宇宙・内田英里・木下優太・
丹羽秀和

周産期雌馬の口腔内細菌叢メタ16S解析 ○上野孝範・木下優太・村瀬晴崇・丹羽秀和・
額田紀雄

競走馬由来病原細菌の薬剤感受性 ○丹羽秀和・(玉村雪乃・楠本正博)・木下優太・
内田英里・額田紀雄

【分子生物研究室】 　

東京競馬場乗馬センターにおける
ウマコロナウイルス感染症の流行

○上林義範・坂内　天・根本　学・辻村行司・
(平間あき子)・太田　稔

本会競走馬および育成馬における
ウマコロナウイルスの浸潤状況

○坂内　天・上林義範・根本　学・辻村行司・
(竹部直矢・冨成雅尚・岡野　篤・酒井哲志)・
太田　稔

人工合成ウイルスを用いた現行馬インフルエンザワクチンの
有効性評価

○根本　学・太田　稔・上林義範・坂内　天・
辻村行司・(山中隆史)

人工合成ウイルス株を用いた馬インフルエンザワクチンの展望 ○太田　稔・根本　学・上林義範・坂内　天・
辻村行司・(和久野　愛・遠藤祥郎)

2019-20年度の馬鼻肺炎の発生に関する疫学的考察 ○辻村行司・坂内　天・上林義範・根本　学・
太田　稔

育成期の競走馬における馬鼻肺炎生ワクチンの効果的な
接種間隔の検討

(○竹部直矢)・辻村行司・坂内　天・上林義範・
(長島剛史・遠藤祥郎)・琴寄泰光・(水上寛健)・
胡田悠作・(福田一平・冨成雅尚)

【常磐支所】

Ultrasound	Tissue	Characterisation	(UTC)を用いたリハビリ期に
おける浅屈腱炎の評価

○青木基記・田村周久・塩瀬友樹・村中雅則
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　題　　　　名 発　　表　　者

【生産育成研究室】

トランスクリプトーム解析を用いた
早期胎盤剥離発症要因解明の試み

○村瀬晴崇・(El-Sheikh	Ali	H・Ruby	R・
Scoggin	K・Ball	B)

育成馬における繋靭帯近位付着部炎の
発症状況に関する調査

(○長島剛史・竹部直矢・遠藤祥郎)・琴寄泰光・
(福田一平・水上寛健)・胡田悠作・(冨成雅尚)

ケンタッキー大学への留学
(海外研修報告)

○村瀬晴崇

４）第48回生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム（2020.10.15）…

　題　　　　名 発　表　者

【微生物研究室】

抗菌薬投与および周術期における腸内フローラの変化 丹羽秀和

【分子生物研究室】

ウマコロナウイルス感染症 根本　学

サラブレッドを含む乗用馬群におけるウマコロナウイルス感染症の流行 上林義範

【生産育成研究室】

ケンタッキーにおけるサラブレッド生産と繁殖獣医療 村瀬晴崇

５）令和2年度　馬感染症研究会・研究部会（中止）…
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Ⅲ．普及および技術協力



　　



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）… … …

　書　　　名 執　筆　者 出版社 発行年月

家畜伝染病ハンドブック 近藤高志
(流行性脳炎,	
馬ウイルス性動脈炎,	馬痘)
辻村行司
(馬鼻肺炎)
丹羽秀和
(馬伝染性子宮炎,	
馬パラチフス,	仮性皮疽)
木下優太
(鼻疽,	類鼻疽)

朝倉書店 2020.11

馬の水疱性口内炎 近藤高志 中央畜産会 2020.12

馬のポトマック熱(第2版) 額田紀雄 中央畜産会 2020.12

　２）各種雑誌への執筆…

　題　　　　名 執筆者 名，巻，号 発行年月

サラブレッドのスポーツ科学　第73回
調教による走行フォームの変化

高橋敏之 ぱどっく，vol.43，1 2020.1

サラブレッドのスポーツ科学　第74回
厚底シューズとウマの肢の構造

高橋敏之 ぱどっく，vol.43，2 2020.3

サラブレッドのスポーツ科学　第75回
蹄の着地部位と蹄にかかる力の中心の動き

高橋敏之 ぱどっく，vol.43，3 2020.5

サラブレッドのスポーツ科学　第76回
夏とウマの体

高橋敏之 ぱどっく，vol.43，4 2020.7

サラブレッドのスポーツ科学　第77回
近年30年の出走馬の平均走速度と馬体重の関係

高橋敏之 ぱどっく，vol.43，5 2020.9

サラブレッドのスポーツ科学　第78回
馬場状態とタイムについて

高橋敏之 ぱどっく，vol.43，6 2020.11

巻頭グラビア　サラブレッド競走馬の科学
サラブレッドが速く走れる秘密について

佐藤文夫 生物の科学	遺伝	Vol.74	No.3 2020.5

特集　サラブレッド競走馬の科学
サラブレッドの走能力-すべては速く走るための適応

大村　一 生物の科学	遺伝	Vol.74	No.3 2020.5

日本中央競馬会における競走馬の抗菌薬治療
①グラム陽性球菌感染症に対する戦略

黒田泰輔 BTCニュース，Vol.119 2020.4

JRAトレーニング・センターへの
馬鼻肺炎生ワクチン導入の効果

坂内　天 BTCニュース，Vol.121 2020.10

ウマにおけるClostridioides difficile感染症 丹羽秀和 病原微生物検出情報(IASR)
2020年3月号

2020.3
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　題　　　　名 執筆者 名，巻，号 発行年月

馬の腸内フローラと抗菌薬 丹羽秀和 家畜感染症学会誌	9巻4号 2020.12

浅指屈腱炎の発症と関連する要因について 高橋敏之 蹄	271号 2020.7

浅指屈腱炎症例に対するリハビリテーション 田村周久 蹄	271号 2020.7

文献情報
「新・装蹄学」の発刊にあたって

平賀　敦 畜産技術9月号 2020.9

糖鎖ポリペプチド結合微粒子による
馬インフルエンザウイルスの高感度検出

(尾形　慎・
左　一八・
山中隆史)・
根本　学

バイオサイエンスと
インダストリー	Vol.78

2020.12

強い馬づくり最前線第231回
蹄に影響する栄養

松井　朗 馬事通信(879号) 2020.1

強い馬づくり最前線第233回
馬の正常な胎盤付属物
～胎餅と卵黄嚢遺残について～

佐藤文夫 馬事通信(881号) 2020.2

強い馬づくり最前線第236回
炭水化物の摂取と食餌性疾患の関係

松井　朗 馬事通信(884号) 2020.4

強い馬づくり最前線第242回
若馬の種子骨炎と予後

琴寄泰光 馬事通信(890号) 2020.7

強い馬づくり最前線第244回
ウマにおける生殖補助医療

村瀬晴崇 馬事通信(892号) 2020.8

強い馬づくり最前線第250回
若馬の昼夜放牧時の放牧草採食量(その2)

松井　朗 馬事通信(898号) 2020.11

　３）図書および資料の編集刊行… …

　名　　　　称　 規　格　　　
(判)　　　

印　刷　　　　　
(頁) 部　数

配付実績(部数)

国内 海外

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

A4 51 800 800 0

2019年度競走馬総合研究所年報 A4 69 400 320 3

第62回競走馬に関する調査研究発表会
プログラム・講演要旨 A4 38 900 803 0
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２．研修・講習会など

　１）講習会… … …
　　（1）	講師派遣（外部）	 	 	

　研修会・講習会名（主催者／場所） 内　　　　容 講	師 開催月日

【本所】

大阪府立大学生命環境科学域講義
（大阪府立大学／同りんくうキャンパス）

大動物診断治療学B 大村　一 1.14～16

浦和競馬場調教師会県外研修
（浦和競馬場調教師会／ホテルリゾートピア熱海）

暑熱対策等について 大村　一 2.2

平成31年度馬飼養衛生管理技術地方講習会
（中央畜産会／防長苑）

日常遭遇する
ウマの感染症について

木下優太 2.5

平成31年度馬飼養衛生管理技術地方講習会
（中央畜産会／栃木県中央家畜保健衛生所）

馬の日常管理
－疾病のケアと日常管理－

光田健太 2.7

トレッドミルに関する研修会
（特別区競馬組合／大井競馬場）

競馬場における
トレッドミル活用法

大村　一 2.18

獣医学部企業情報特論
（岡山理科大学獣医学部／資料配付）

競走馬の診療と日本中央競馬会 光田健太 4月

日本獣医生命科学大学獣医学部講義
（日本獣医生命科学大学／ビデオ講義）

馬臨床獣医学 大村　一 6.4～8.4

東京大学農学部講義
（東京大学／オンライン）

馬臨床学 太田　稔 5.11,	12

北海道大学全学教育科目「競馬の世界」
（北海道大学／ビデオ講義）

競走馬の学術的研究 大村　一 7.21

岩手大学大学院獣医学研究科学際領域特別講義
（岩手大学／同）

馬インフルエンザ 根本　学 11.16

臨床実習支援事業に係る畜種別講習会
（家畜衛生対策推進協議会／鹿児島大学）

競走馬臨床を陰で支える
感染症対策の最新知見

丹羽秀和 11.27

令和2年度認定装蹄師養成講習会
（日本装削蹄協会／同装蹄教育センター）

馬の衛生対策とその関連法規 松村富夫 11.16

サラブレッドは
どんなアスリートか？

大村　一 11.17

馬のバイオメカニクスについて 高橋敏之 11.18

　 屈腱炎の発生と病態について 笠嶋快周 12.14

岩手大学農学部講義
（岩手大学／同）

産業動物臨床学II 笠嶋快周 12.3

令和2年度学際領域特別講義
（岐阜大学大学院／オンライン）

家畜大動物の蹄の基礎知識
‐ 牛と馬の蹄、何が違う ‐

桑野睦敏 12.11
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　研修会・講習会名（主催者／場所） 内　　　　容 講	師 開催月日

【常磐支所】

第93回月例研究会
（健康と温泉フォーラム／東京文化会館）

競走馬のリハビリテーション
～馬の温泉の役割～

塩瀬友樹 1.29

【生産育成研究室】

令和元年度日高地区軽種馬産業活性化講演会
（日高地区軽種馬産業活性化推進議員連盟連絡会／
門別公民館）

競走馬とITについて 守山秀和 1.30

育成調教技術者養成研修
（軽種馬育成調教センター／同）

馬の出産前後の管理 佐藤文夫 2.6,	7

凍結精液による人工授精講習会
（日本馬事協会／三木山と馬とのふれあいの森協会）

牝馬の繁殖生理
凍結精液人工授精の実践

村瀬晴崇 3.23～29

2020年軽種馬後継者研修
（日本軽種馬協会／静内種馬場）

馬の栄養・飼料について 松井　朗 10.27

繁殖牝馬の管理・疾病について 村瀬晴崇 10.29

令和2年度馬の家畜人工授精に関する講習会
（家畜改良センター／十勝牧場）

家畜の栄養／家畜の飼養管理 松井　朗 11.4

繁殖生理／種付けの理論 村瀬晴崇 11.6,	7

令和2年度馬飼養衛生管理技術地方講習会
（中央畜産会／京都獣医畜産会館）

飼養管理における健康管理と
パフォーマンス維持

松井　朗 11.13

育成調教技術者養成研修
（軽種馬育成調教センター／同）

馬の栄養 松井　朗 11.16,	17

深部注入技術によるAIの受胎率向上のための研修会
（日本馬事協会／遠野市畜産振興公社馬の森）

人工授精の適期 村瀬晴崇 11.27

令和2年度指導者養成講習会
（日本馬術連盟／馬事畜産会館）

馬のスポーツ栄養 松井　朗 12.1

　　（2）　講師派遣（内部）	 	 	

　研修・講習会（開催地） 内　　　　容 講	師 開催月日

【本所】

厩舎関係者研修会
（美浦トレーニング・センター／資料配付）

暑熱対策について 大村　一 4月

厩舎関係者研修会
（栗東トレーニング・センター／資料配付）

暑熱対策について 大村　一 5月

調教助手勉強会
（美浦トレーニング・センター／資料配付）

馬の感染症 太田　稔 7月

調教助手勉強会
（美浦トレーニング・センター／資料配付）

競走期に影響する若馬の骨疾患とは 佐藤文夫 8月
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　　（3）　公開講座・馬学講座・スポーツ科学セミナーなど	 	 	

　研修・講習会名（開催地：総研以外） 内　　　　容 講	師 開催月日

なし

　　（4）　番組出演	 	 	

　番組名／制作 場　　所 出演者 放映年月日

ホースアカデミー
「運動前の飼料給与のタイミングについて」
中央競馬ピーアール・センター

日高育成牧場 松井　朗 2020.1.6
（2019.7.18撮影）

ホースアカデミー
「馬の眼について」
中央競馬ピーアール・センター

日高育成牧場 守山秀和 2020.3.2
（2019.7.17撮影）

馬好王国
フジテレビ

常磐支所 支所職員 2020.3.7
（2020.2.17撮影）

ホースアカデミー
「若馬の昼夜放牧採食量」
中央競馬ピーアール・センター

日高育成牧場 松井　朗 2020.8.3
（2020.7.8撮影）

ホースアカデミー
「牧場がになう獣医療」
中央競馬ピーアール・センター

日高育成牧場 琴寄泰光 2020.11.2
（2020.7.18撮影）

　２）研修および技術指導… … …
　　（1）内部（受講者が職員）		 	

　研修・講習会/（開催地：総研以外） 受　講　者 講　　師 開催月日

【獣医一般研修】

獣医臨床研修 池田泰彦・佐藤　岳・湯浅麗子・
岸　大貴・原田大地

本所
本部獣医課
日高育成牧場
馬事公苑診療所
競走馬理化学研究所

12.8～18

【獣医専門研修】

なし

【その他研修】

新規採用獣医職員専門研修 石川　寛・石橋太心・井上佳織・
大山量平・佐藤　航・遠藤理弘

本所
本部獣医課
本部防疫課
競走馬理化学研究所

9.28～10.9
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　　（2）外部（受講者が外部者）	 	 	 	

　研修依頼元 氏名・所属 担当研究室 研　修　内　容 受入れ期間

【本所】

日本装削蹄協会 平成31年度装蹄師
認定講習会講習生
16名

企画調整室 削蹄実習 1.15,	16
2.12,	13

日本装削蹄協会 令和2年度装蹄師
認定講習会講習生
16名

企画調整室 削蹄実習 4.15,	16
6.10,	11
7.8,	9
8.12,	13
9.9,	10
10.7,	8
11.12,	13
12.16,	17

馬防疫検討会
公益社団法人中央畜産会

動物検疫所2名
全国家畜保健衛生所12名

企画調整室
微生物研究室
分子生物研究室

馬感染症研究会
（技術部会）

10.28～29

【常磐支所】

日本大学 日本大学　2名 常磐支所 馬（JRA）の獣医師の役割
競走馬のリハビリテーション

12.15～18

【生産育成研究室】

日本軽種馬協会 第41期生　11名 生産育成研究室 生産技術者研修
「繁殖子馬の厳冬期の
管理実習」

1.21～2.6

岐阜大学大学院/
連合獣医学研究科

帯広畜産大学　1名 生産育成研究室 繁殖牝馬の分娩管理 2.26～3.7

日本軽種馬協会 第42期生　15名 生産育成研究室 生産技術者研修
「当歳馬の離乳実習」

8.19～9.2

日高家畜保健衛生所
インターンシップ

帯広畜産大学　1名
岡山理科大学　1名

生産育成研究室 当歳馬および繁殖牝馬の
管理法

9.3

日高獣医師会
インターンシップ

東京農工大学　1名
日本大学　1名

生産育成研究室 馬産地における獣医療 9.14

　３）外部講師による講演会… … …

　講演テーマ 講演者（所属） 開催場所 開催月日

なし
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　４）施設利用… … … …

　利　用　目　的 利　用　機　関 利用人数 関連担当室 利用期間

【本所】

日本脳炎ウイルスおよび
ウマ・イヌインフルエンザウイルスに
対する人工合成化合物の感染阻害の測定

会津大学短期大学部
食物栄養学科

1 分子生物研究室 3.9～13

ウマの精神性発汗の調査 宇都宮大学
農学部動物機能形態学
研究室

2 運動科学研究室 3.9～12.27

ウマの新奇物に対するストレス反応の測定 東京大学
獣医動物行動学研究室

2 運動科学研究室 4.4～12.31

騎乗者を乗せたウマの走行のモーション
キャプチャによる撮影

慶應義塾大学
スポーツダイナミクス
インフォマティクスラボ

2 運動科学研究室 8.20～12.31

【生産育成研究室】

画像認識技術の活用による
馬の非侵襲的分娩予測技術の開発

鹿児島大学
畠添　孝

1 1.27,	4.6,	
7.21,	12.7

3Dデータを活用したハンディタイプの
産業動物用コンディションスコア測定装置
の開発

ホクチク 2 10.19,	11.2,	
16,	12.1,	15
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3．海外出張・応嘱委員など
	 	 	 	
　１）海外出張… … … …

氏　　名 用　務　内　容 出張先（開催地） 期　　間 参加形式

【本所】

黒田泰輔 競走馬に用いられる各種薬剤の
薬物動態解析法習得

（トゥールーズ獣医学校）

フランス共和国 2019.9.30～
2020.11.19

研究留学

根本　学　　　OIE国際馬インフルエンザ専門者会議 （フランス共和国） 4.16 Web会議

　２）海外招聘研究員の受け入れ… … … … …

氏　　名 国　　名 所属機関名 受入れ研究室 研究テーマ 期間

なし

　３）応嘱委員… … …

　学会・委員会名 氏　　名 応　嘱　名 応嘱期間

日本ウマ科学会 和田信也 副会長
編集委員（JES）

2020.3.1～
2015.12.1～

平賀　敦 副会長
編集委員（JES）

2019.3.1～2020.2.29
2004.2.16～

高橋敏之 常任理事（庶務）
主幹編集委員（JES）
臨床委員

2020.3.1～
2014.11.1～
2019.3.1～

笠嶋快周 常任理事（庶務）
編集委員（JES）

2019.3.1～2020.2.29
2012.11.1～

近藤高志 常任理事（学術）
学術委員
主幹編集委員（JES）
編集委員（Hippophile）

2019.11.26～
2012.11.1～
2019.11.26～
2019.11.26～

小野圭一 事務局長 2020.3.1～

成田正一 事務局長 2019.3.1～2020.2.29

太田　稔 学術委員 2019.3.1～

大村　一 学術委員
編集委員（JES）
主幹臨床委員

2012.11.1～
2017.11.1～
2019.11.26～

額田紀雄 学術委員 2019.3.1～

丹羽秀和 編集委員（JES）
学術委員

2011.11.1～
2019.11.26～
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　学会・委員会名 氏　　名 応　嘱　名 応嘱期間

桑野睦敏 学術委員
編集委員（JES）

2019.3.1～
2019.11.26～

佐藤文夫 学術委員
編集委員（JES）
主幹臨床委員

2012.11.1～
2017.11.1～
2019.11.26～

守山秀和 学術委員 2020.3.1～

軽種馬防疫協議会 松村富夫
近藤高志
笠嶋快周
高橋敏之

専門委員
専門委員
専門委員
専門委員

2003.2.16～2021.2.28
2013.3.1～2021.2.28
2019.3.1～2020.2.29
2020.3.1～2021.2.28

令和2年度馬飼養衛生管理特別対策事業に係る
馬飼養衛生管理技術検討会

松村富夫 委員 2020.6.29～2021.3.31

令和2年度馬伝染性疾病防疫推進対策事業に係る
企画等委員会

近藤高志 委員 2020.6.26～2021.3.31

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 根本　学 委員 2018.6.4～2022.3.31

「馬防疫検討会」馬ウイルス性動脈炎の診断に関する
専門会議

坂内　天 専門委員 2019.5.1～2020.3.31

「馬防疫検討会」
馬伝染性貧血診断のためのゲル内沈降反応に関する
専門会議

辻村行司 専門委員 2019.11.1～2020.3.31

「馬防疫検討会」
馬伝染性子宮炎の診断に関する専門会議

木下優太 専門委員 2020.11.1～2021.3.31

馬伝染性子宮炎の防疫衛生に関する推進委員会委員 丹羽秀和 委員 2017.4.1～2020.3.31

馬伝染性子宮炎自衛防疫普及促進事業推進委員会委員 丹羽秀和 委員 2020.4.1～2023.3.31

日本獣医学会 松村富夫
近藤高志

評議員
評議員

2014.3.1～2021総会
2015総会～2021総会

日本獣医再生医療学会 笠嶋快周 常務理事 2019.4.1～

日本獣医麻酔外科学会 笠嶋快周 倫理委員会委員 2015.10.1～2021.3.31

太田　稔 麻酔・疼痛管理委員 2015.10.1～2020.3.31

岐阜大学大学院連合獣医学研究科 桑野睦敏
佐藤文夫
大村　一

客員教授
客員教授
客員教授

2013.10.1～2021.3.31
2018.4.1～2021.3.31
2019.4.1～2021.3.31

山口大学大学院連合獣医学研究科 丹羽秀和
坂内　天

指導教員
指導教員

2015.4.1～2021.3.31
2016.8.1～2021.3.31

日本軽種馬協会
種牡馬管理配合委員会
専門委員会

和田信也
平賀　敦
大村　一
額田紀雄

委員・専門委員
専門委員
専門委員
専門委員

2020.8.1～2023.9.30
2019.6.1～2020.7.31
2019.6.1～
2019.6.1～

日本装削蹄協会認定試験委員会（装蹄部会） 平賀　敦
和田信也

委員
委員

2019.3.1～2020.2.29
2020.3.1～2021.6.30

護蹄研究会 桑野睦敏 理事 2016.4.1～2020総会

日本装削蹄協会「新・牛の削蹄」編集委員会 桑野睦敏 委員 2020.4.8～2022.12.31

中央競馬馬主相互会 塩瀬友樹
村中雅則

嘱託
嘱託

2018.3.1～2020.2.29
2020.3.1～
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4．病性鑑定・依頼試験

　１）病理診断および病性鑑定
… … …
　　　a.…依頼機関別内訳… … …

　依頼機関 依頼件数 検査頭数 検体数

馬事公苑　宇都宮事業所 3 3 6

競馬学校 4 15 53

日高育成牧場 3 21 25

宮崎育成牧場 1 1 1

栗東トレーニング・センター 70 70 182

美浦トレーニング・センター 60 60 133

東京競馬場 1 3 12

北海道石狩家畜保健衛生所 5 44 88

福岡県中央家畜保健衛生所 1 5 10

栃木県県北家畜保健衛生所 1 1 2

その他 1 7 7

合計 150 230 519

　　　b.…検査内容別内訳… … …

　検査内容 依頼件数

病理解剖（研究所で実施） 5

病理解剖（他事業所への職員派遣）

　　　栗東トレーニング・センター 0

　　　美浦トレーニング・センター 4

病理組織学的検査 24

微生物学的検査（同定・薬剤感受性・環境調査） 111

ウイルス学的検査（血清学的検査含む） 8
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　２）依頼試験…

　依頼機関 検		査		内		容		等 検		査		方		法 検査頭数 検体数 受付月日

馬事部　防疫課 本会購入馬の着地検査期間における
防疫措置

間接蛍光抗体法
ELISA法
PCR法
ゲル内沈降反応

10
4

30
12

3.2
12.12

日本軽種馬協会 種馬場供用種牡馬の衛生検査 生殖器細菌検査
　semi-nested	PCR
　分離培養法

12 22 2019.12.9
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Ⅳ．馬　匹　関　係



　　　　　



１．温泉療養馬

　１）療養馬疾病状況

疾　病 部　位 頭数

腱・靭帯炎 腱 13

靭帯 2

骨折 指（趾）骨 3

中手（足）骨 0

手（足）根骨 7

その他 1

関節・骨膜炎 関節 0

骨 1

その他 7

　２）療養馬在厩状況

区　　　分
月

合計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月 間 利 用 実 頭 数 22 26 21 19 19 15 13 16 18 19 20 19 227

入 所 馬 頭 数 0 4 0 2 0 3 3 3 7 3 8 2 35

退 所 馬 頭 数 0 5 4 0 7 5 0 5 2 7 3 3 41

延 頭 数 682 623 566 555 502 369 372 393 427 435 477 523 5924

　３）リハビリテーション実施状況

区　　　分
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

温 泉 浴 ⎰ 実頭数 13 13 13 13 14 6 4 5 5 8 5 7 33

⎱ 延頭数 91 61 77 87 86 49 25 36 25 66 49 56 708

プ ー ル 調 教 ⎰ 実頭数 0 0 0 0 5 6 6 11 9 7 0 0 16

⎱ 延頭数 0 0 0 0 60 77 73 75 74 62 0 0 421

高 速 ト レ ッ ド ミ ル ⎰ 実頭数 11 17 13 11 15 11 9 10 9 10 7 6 40

⎱ 延頭数 208 215 217 191 205 164 139 104 89 104 111 81 1828

ウォータートレッドミル ⎰ 実頭数 8 8 4 4 3 4 4 4 4 8 4 4 30

⎱ 延頭数 94 96 32 55 33 53 24 33 35 49 32 69 605

ウ ォ ー タ ー
ウォーキングマシーン

⎰ 実頭数 16 17 13 13 11 9 5 6 10 11 6 5 41

⎱ 延頭数 207 202 235 220 177 85 113 41 128 115 81 82 1686

騎 乗 調 教 ⎰ 実頭数 3 6 5 6 10 7 6 8 7 6 4 4 34

⎱ 延頭数 23 51 45 59 70 32 70 91 71 71 52 33 668
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２．馬事普及

　１）催事・行事への参加

　催事・行事名 派遣職員数 貸与馬匹頭数 貸与馬車台数 期　間

【本所】

なし

【常磐支所】

なし

　２）馬の見学・実習・体験学習

　対象者（団体）
対象者数

期　間
学年 人数 保護者数

【本所】

なし

【常磐支所】

馬の飼養管理実習
岩瀬農業高校 高校生 22名 1名 1.29

馬のリハビリ・温泉見学
こどもサークル湯本 － 17名 － 3.24

馬のリハビリ・温泉見学
若葉台保育園 年長児 18名 3名 7.28

年中児 18名 3名 7.31

馬のリハビリ・温泉見学
行健中学校 中学生 34名 2名 9.11

馬のリハビリ・温泉見学
磐崎中学校 中学生 118名 8名 9.30

馬のリハビリ・温泉見学
いわき学園 － 28名 － 10.26

－ 26名 － 10.30

馬のリハビリ・温泉見学
まことアソカ保育園 2歳児 13名 3名 11.5

馬のリハビリ・温泉見学
まこと幼稚園 未就学児 30名 2名 11.11
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3．研究馬飼養状況

前月末
飼養数

入厩
出生

退厩
抹消

当月末
飼養数

1 41 0 1 40

2 40 5 0 45

3 45 1 1 45

4 45 0 3 42

5 42 5 1 46

6 46 2 3 45

7 45 1 3 43

8 43 2 3 42

9 42 1 5 38

10 38 0 3 35

11 35 0 0 35

12 35 10 9 36
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Ⅴ．総　　　　　務



　　　　　



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年には常磐支所および研究分室（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年の本所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。また、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た。

平成28年1月の本所の栃木支所への移転・集約化に伴う組織改正を経て、本所1課5室（総務課・企画

調整室・運動科学研究室・臨床医学研究室・微生物研究室・分子生物研究室）・常磐支所となり、現在に

至っている。

　１）機構図（2020年12月1日）

総合研究企画委員会

所 長

副 場 長

企画調整室

日高育成牧場 生産育成研究室

微生物研究室

分子生物研究室

運動科学研究室

臨床医学研究室

常 磐 支 所

診療防疫係

総 務 係

会 計 係

総 務 係次 長 総 務 課
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　２）職員名簿（2020年12月1日現在）
　　所　　　属 氏　　名

【競走馬総合研究所】

所長 和 田 信 也

参与（※本部所属） 松 村 富 夫

参与（※本部所属） 平 賀 　 敦

次長 笠 嶋 快 周

専門役（会計担当） 上 戸 広 次

参事 六 笠 　 茂

企画調整室

企画調整室長 高 橋 敏 之

調査役（学術研修担当） 小 野 圭 一

専門役（繋養馬担当） 久　代　明日香

参事 近 藤 高 志

主査 光 田 健 太

田野辺　耕　三

清 野 省 吾

小 林 正 明

堀 江 修 一

森 　 幹 人

川 越 勝 好

伊 藤 俊 吾

高 橋 　 司

小 西 辰 吾

郷 間 純 子

田 中 美 和

萩 原 沙 織

准一般常勤嘱託 杉 田 繁 夫

准一般常勤嘱託 佐々木　　　泉

准一般常勤嘱託 星 野 哲 由

准一般常勤嘱託 藤 本 　 靖

准一般常勤嘱託 上　田　実穂子

准一般常勤嘱託 鈴 木 美 音

特定常勤嘱託 長谷山　策　子

特定常勤嘱託 川中子　健　二

特定常勤嘱託 平 澤 則 雄

特定常勤嘱託 大 洞 勝 則

特定常勤嘱託 川 合 好 明

特定常勤嘱託 山 口 敬 一

特定常勤嘱託 会 津 徳 義

特定常勤嘱託 青 木 秀 之

　　所　　　属 氏　　名

総務課

総務課長 岡 村 　 隆

総務係長 北 村 光 司

総務係 梶 山 梨 恵

総務係 本 間 尚 子

会計係 小 川 和 馬

会計係 穴 原 夕 季

会計係 増 田 り さ

運動科学研究室

運動科学研究室長 大 村 　 一

主任研究役 向 井 和 隆

主査 高 橋 佑 治

主査 胡 田 悠 作

山 崎 道 代

准一般常勤嘱託 羽 生 綾 子

臨床医学研究室

臨床医学研究室長 佐 藤 文 夫

上席研究役 桑 野 睦 敏

主任研究役 福　田　健太郎

研究役 黒 田 泰 輔

研究役 田 村 周 久

主査 三 田 宇 宙

林　　　久美子

准一般常勤嘱託 角 田 恵 子

微生物研究室

微生物研究室長 額 田 紀 雄

主任研究役 上 野 孝 範

研究役 丹 羽 秀 和

主査 木 下 優 太

主査 越 智 章 仁

主査 内 田 英 里

手　塚　麻衣子

准一般常勤嘱託 芝　田　佐代子
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　　所　　　属 氏　　名

分子生物研究室

分子生物研究室長 太 田 　 稔

主任研究役 辻 村 行 司

研究役 根 本 　 学

研究役 坂 内 　 天

主査 上 林 義 範

主査 国 分 　 明

笠 川 晃 子

菅 沼 明 子

准一般常勤嘱託 渡 邉 　 薫

【常磐支所（競走馬リハビリテーションセンター）】

常磐支所長（所長） 村 中 雅 則

調査役（総務担当） 中 村 慎 介

診療防疫係長 青 木 基 記

磯 野 義 勝

雨 宮 陽 介

兒 玉 聡 太

亀　田　由美子

一般常勤嘱託 神　永　さくら

准一般常勤嘱託 藤 原 滋 樹

【日高育成牧場】

上席調査役（研究担当） 松 井 　 朗

生産育成研究室

生産育成研究室長 守 山 秀 和

研究役 琴 寄 泰 光

研究役 村 瀬 晴 崇

准一般常勤嘱託 大 野 ミ キ
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　３）職員の異動
転　出

所　属 氏名 年月日 転出先
調査役（会計担当） 岸本　伸司 2020.2.29 早期退職〔再雇用（経理部）〕
所長 平賀　　敦 2020.3.1 審議役
次長 針生　和久 2020.3.1 東京競馬場上席調査役

（馬事文化財団　事務援助）
専門役（装蹄担当） 川端　勝人 2020.3.1 栗東診療所専門役
企画調整室　上席調査役（学術研修担当） 成田　正一 2020.3.1 美浦診療所上席臨床獣医役
企画調整室 門倉　弘人 2020.3.1 日高育成牧場　業務課
総務課 髙橋　　伸 2020.3.1 お客様部　接客事業室　安全企画課
常磐支所長 塩瀬　友樹 2020.3.1 栗東診療所　管理課長
常磐支所 菅野敬一郎 2020.3.1 美浦トレセン　業務課
常磐支所 津田　佳典 2020.3.1 日高育成牧場　業務課
審議役 平賀　　敦 2020.3.31 停年退職〔再雇用（参与）〕

転　入
転入元 氏名 年月日 所　属

馬事部　生産育成対策室長 和田　信也 2020.3.1 所長
栗東診療所主任臨床獣医役 小野　圭一 2020.3.1 企画調整室　調査役（学術研修担当）
日高育成牧場　業務課 伊藤　俊吾 2020.3.1 企画調整室
審判部　免許課 北村　光司 2020.3.1 総務係長
日高育成牧場　生産育成研究室長 佐藤　文夫 2020.3.1 臨床医学研究室長
美浦診療所　診療課 上林　義範 2020.3.1 分子生物研究室
美浦診療所　臨床獣医役 村中　雅則 2020.3.1 常磐支所長
栗東トレセン　業務課 雨宮　陽介 2020.3.1 常磐支所
美浦診療所　診療課 兒玉　聡太 2020.3.1 常磐支所
阪神競馬場　お客様課 小川　和馬 2020.5.17 総務課
新規採用 上田実穂子 2020.11.1 准一般常勤嘱託（企画）
新規採用 鈴木　美音 2020.11.1 准一般常勤嘱託（企画）

内部異動
異動元 氏名 年月日 異動先

企画調整室長 笠嶋　快周 2020.3.1 次長
専門役（施設担当） 六笠　　茂 2020.3.1 参事
臨床医学研究室長 高橋　敏之 2020.3.1 企画調整室長
企画調整室　上席調査役（感染症担当） 近藤　高志 2020.3.1 企画調整室　参事
運動科学研究室　研究役 向井　和隆 2020.3.1 運動科学研究室　主任研究役
臨床医学研究室 田村　周久 2020.3.1 臨床医学研究室　研究役
分子生物研究室　主任研究役 太田　　稔 2020.3.1 分子生物研究室長
分子生物研究室 根本　　学 2020.3.1 分子生物研究室　研究役
分子生物研究室 坂内　　天 2020.3.1 分子生物研究室　研究役
日高育成牧場　生産育成研究室　主任研究役 松井　　朗 2020.3.1 日高育成牧場　上席調査役（研究担当）
日高育成牧場　生産育成研究室　主任研究役 守山　秀和 2020.3.1 日高育成牧場　生産育成研究室長
日高育成牧場　専門役（育成担当） 琴寄　泰光 2020.3.1 日高育成牧場　生産育成研究室　研究役
日高育成牧場　生産育成研究室 村瀬　晴崇 2020.3.1 日高育成牧場　生産育成研究室　研究役
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　４）所内運営委員会および各担当者（2020年12月現在）

委員会名称 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

委嘱期間
2020.6.1～2021.5.31

海外渡航審査委員会

委員長

主幹委員

委　員

所長

企画調整室長

次長
企画調整室長
参与
参事（近藤）※

※所長が指名した者

次長※

企画調整室長※

眞下聖吾　（総合企画部）※
松田芳和　（馬事部）※
内藤裕司　（日高）※
川崎和巳　（獣医課）※
松村富夫　（参与）※
平賀　敦　（参与）※

※所長が指名した者

アドバイザー
	所長が特に認めた者

委員の互選

（企画調整室長）

上田宏一郎
奥村正裕
落合謙爾
小野憲一郎
小山秀一
髙井伸二
田谷一善
村上賢二

次長

企画調整室長

運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
生産育成研究室長

※必要に応じて、獣医
課がオブザーバーと
して参加することが
ある

事務局
（担当者）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）

委員会名称 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

委員長

主幹委員

委　員

企画調整室長

企画調整室　専門役
（繋養馬担当）

運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
参事（近藤）
総務課長
向井和隆
福田健太郎
上野孝範
根本　学
企画調整室　主査

次長

笠嶋快周
（安全主任者）
　　　
企画調整室長	※副委員長
運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
総務課長
根本　学

企画調整室長

小野圭一

向井和隆
黒田泰輔
上野孝範
坂内　天
杉田繁夫
常磐支所　診療防疫係長

企画調整室長

企画調整室　主査

向井和隆
福田健太郎
上野孝範
辻村行司
琴寄泰光
専門役（会計担当）

※必要に応じて、獣医
課がオブザーバーと
して参加することが
ある

事務局
（担当者）

企画調整室
（久代）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）
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委員会名称 微生物管理委員会 国際規制物質　　　　　　　
管理委員会

ISO委員会
（ISOマネジメントレビュー） 情報管理委員会

委員長

主幹委員

委　員

企画調整室長

微生物研究室長

分子生物研究室長
近藤高志
丹羽秀和
辻村行司

計量管理責任者
　微生物研究室長
　上野孝範※

※連絡員

所長（トップマネジメント）

太田　稔（技術管理責任者）
近藤高志（品質管理責任者）

根本　学（技術管理担当者）
光田健太（品質管理担当者）
笠川晃子（技術管理要員）

次長

企画調整室長※副委員長

運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
総務課長
常磐支所長
生産育成研究室長

事務局
（担当者）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（光田）

委員会名称
総研ネット
運営委員会

（情報管理委員会下部委員会）

総研ホームページ
運営委員会

（情報管理委員会下部委員会）
環境保全委員会 入札・契約手続

運営委員会

委員長

主幹委員

委　員

企画調整室長

杉田繁夫※
丹羽秀和※

大村　一
佐藤文夫
守山秀和
総務課長
辻村行司
企画調整室　主査

※総研ネット特権ユーザー

企画調整室長

小野圭一

運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
総務課長
常磐支所長
生産育成研究室長

次長

参事（六笠）
企画専門役（久代）

企画調整室長	※副委員長
運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
総務課長
常磐支所長

所長

参事（六笠）

次長	※副委員長
会計担当専門役
総務課長

（支所案件時）
常磐支所長

事務局
（担当者）

企画調整室
（光田）

企画調整室
（小野）

総務課・企画調整室
（北村・光田）

総務課
（上戸）
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委員会名称
省エネルギー
推進連絡会　　　　　　　　
（本所）

省エネルギー
推進連絡会

（常磐支所）

食堂運営委員会　　　　　
（本所）

食堂運営委員会　　　　　　
（常磐支所）

委員長

主幹委員

委　員

次長

参事（六笠）

企画調整室長
運動科学研究室長
臨床医学研究室長
微生物研究室長
分子生物研究室長
総務課長
JRAF所長

JRAF省エネ担当者

常磐支所長

総務係長
診療防疫係長
雨宮陽介

JRAF省エネ担当者

次長

総務課長

企画調整室長
全競労支部委員長
全競労支部副委員長
全競労支部事務局長

常磐支所長

支所員全員

事務局
（担当者）

総務課
（北村）

総務係
（亀田）

総務課
（北村）

総務係
（亀田）

委員会名称 舎宅管理委員会 衛生委員会

委員長

主幹委員

委　員

次長

総務課長

企画調整室長
全競労支部委員長
全競労支部副委員長
全競労支部事務局長

次長

総務課長	※副委員長

産業医
参事（六笠）
企画調整室長
全競労支部委員長
全競労支部副委員長
全競労支部推薦者
衛生管理者

事務局
（担当者）

総務課
（北村）

総務課
（北村・本間）
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２．学位の取得

所属 氏名 学位／大学 学位論文 授与月日

なし

３．施　　　設
　１）規　模

区　分 敷地総面積
（㎡）

建築面積
（㎡）

延床面積
（㎡） 主　な　施　設　内　容

本 所 95,435.48 11,103.39 17,485.58 ・事務棟、研究棟、手術棟、トレッドミル棟
・厩舎13棟79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
・舎宅、寮施設

常磐支所 164,789.12 4,553.42 4,824.14 ・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

　２）実施した主な工事

工　　　事　　　名 着工年月日 竣工年月日 備　　考

競走馬総合研究所
排水処理設備機器更新工事

2019.11.27 2020.11.30 研究所工事

競走馬総合研究所
角馬場放馬柵改修工事

2019.6.26 2020.2.29 研究所工事

競走馬総合研究所
病理検査棟スイングドア新設工事

2020.7.8 2020.12.18 研究所工事

競走馬総合研究所
エアーフィルター交換工事

2020.8.5 2020.12.15 研究所工事
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