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競走馬の暑熱対策と今後の対応について

気候の異なる条件下で育成されたサラブレッド育成馬の成長、性腺機能および被毛の変化に
　及ぼす長日処理の効果
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エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2017年4号の紹介）

サラブレッドにおける骨格筋ミトコンドリアのバイオエネルジェティックスと
　ミオスタチン遺伝子タイプとの関連
騎手のキネマティクスおよびキネティクス
　－トレーニング用のシミュレーターと競走馬騎乗時の定量的な比較－
ウマの筋骨格系障害に対する幹細胞の使用について
2014年の流行と同じ場所で発生した2015年の日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の流行

イソフルラン麻酔下のウマにおけるデクスメデトミジンあるいはメデトミジンを用いた
　バランス麻酔の臨床比較
開腹手術後の術部感染症の危険因子について
　－287症例における季節・周術期因子の影響と細菌検査成績－
競走馬における致死的骨折および関連前駆病変の命名法、分類法および記録法
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

巻　頭　言

競走馬の暑熱対策と今後の対応について

　新年明けましておめでとうございます。本年も「馬の科学」をよろしくお願いいたしま
す。
　近年地球の温暖化が叫ばれ日本各地で数十年に一度という猛暑が毎年のように記録
されるなか、酷暑時にも競馬を開催するJRAにとって暑熱対策は喫緊の課題となってい
ます。前任地札幌においても開催日に記録的な暑さに見舞われ、急遽スプリンクラーで
パドックに水を撒くという対応に迫られました。本州以南の競馬場ではなおさら深刻な
状況となっています。ここ20年の中央競馬における熱中症の発症頭数は3頭から41頭へ
と急増しています。
　海外の競馬主催者は、10年以上前から暑熱対策に取り組んできました。香港はパドッ

ク全体を開閉式の屋根で覆っており、また、豪州のレーシングヴィクトリアでは暑熱レベルを数値化し、一定
の数値を超えたときはレースを中止する措置をとっています。みなさんもケンタッキーダービーのレース後
に、引き上げてきた馬を外埒沿いの馬場に立たせ脱鞍し、全身に水をかけているシーンをテレビなどで見たこ
とがあるのではないでしょうか。
　競馬の国際会議においても度々暑熱対策が議題にあがっていましたが、近年、「馬の福祉」の観点からも早急
に取り組むべき課題として問題意識が高まっています。2020年実施予定の東京オリンピックでも暑熱対策は
重要課題であり、馬術競技においても様々な対策が必要です。
　JRAはこれまで暑熱対策として、競走馬総合研究所による馬の熱中症に関する統計調査、装鞍所周回エリア
への屋根の設置、馬場内退避所（新潟・中京・小倉競馬場）・パドック（小倉競馬場）へのミストシャワーの設置、
競走馬診療所での出走後の馬体の水冷、装鞍所や検体採取所入所前の飲水が可能となるよう規定を改正する
などに取り組んできました。
　しかし、昨年からは従前から実施している対策に加え、厩舎関係者への啓発活動として両トレーニングセン
ターでの研修会・勉強会の実施、装鞍所・パドックへの屋根・ミストシャワー設置の推進、検量室前の脱鞍ス
ペース・装鞍所・パドック裏手への馬体水冷用の水道蛇口の設置、装鞍所出発時刻を送らせパドック周回時間
を短縮するなどに取り組んでいます。
　一方、競走馬総合研究所では暑熱対策や熱中症に関する研究の実施、競走後の効果的な馬体冷却方法の検討
などがなされ、日本唯一の馬の研究所として重要な役割を果たしています。既に、暑熱環境が続くと馬が馴化
していき暑熱に耐性ができることや涼しい環境に慣れていると急激な環境変化に対応できずに熱中症が発症
することなどが分かってきています。
　本年は、より冷却効果の高いミストの全競馬場への導入や送風施設の設置などハード面での対策のほか、
JRA全体の取り組みとして、装鞍所集合時刻や下見所滞在時間の見直しなどソフト面での対策についても議論
を深めてまいります。
　競馬が将来的に安定して実施できるように、馬事部門として積極的に暑熱対策の提案や実施に取り組んで
まいります。皆様のご理解、ご協力を得ながら進めていく所存ですので、今後ともご支援をよろしくお願いい
たします。

　平成31年1月1日

馬事部　　　　　　
部長　小玉　剛資
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

要約

　本研究では、温暖な気候である宮崎と寒冷な気候である日高で育成された雌雄サラブレッドに対し
て、1歳の12月20日から2歳の4月10日までの4か月間長日処理を実施し、成長、内分泌機能、性腺機能お
よび被毛の変化について明らかにした。成長については、長日処理は、宮崎で育成された雄馬には、体
重、体高、胸囲、管囲のいずれの成長にも影響を与えなかったが、雌馬では、体重と管囲が対照群と比べ
て長日処理群が有意に増加した。日高で育成された馬では、雄馬の体重と体高及び雌馬の体高が対照群
と比べて長日処理群が有意に増加した。内分泌機能については、宮崎で育成された雄馬では、長日処理
による影響は明らかではなかったが、雌馬では黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、プロ
ジェステロン、エストラジオール、日高で育成された雄馬ではLH、テストステロン、エストラジオール、
雌馬ではLH、FSH、プロジェステロン、エストラジオールの血中濃度が対照群と比べて早期に上昇した。
気候の違いに関わらず、血中プロラクチン濃度は、宮崎および日高で育成された雌雄馬ともに、対照群
と比べて長日処理群が早期に上昇した。性腺機能については、雌では宮崎および日高育成馬ともに、対
照群では4月以前には排卵が起こらなかったが、長日処理群では2月に最初の排卵が起こった。被毛の変
化については、育成された環境の気候や性別の違いに関わらず、長日処理群が対照群と比べて冬毛の脱
毛が早期に起こることが判明した。長日処理によって誘発されるこれらの生理的変化には、分泌量が増
加するプロラクチンが促進的に作用しているものと推察された。
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気候の異なる条件下で育成されたサラブレッド育成馬の成長、
性腺機能および被毛の変化に及ぼす長日処理の効果
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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Fig.1

緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

宮崎育成牧場で1 歳12 月から2 歳4 月まで育成したサラブ
レッドの体重（Weight）、体高(Height)、胸囲(Girth)、管囲
(Cannon)の増加率。結果は、平均±標準誤差で示した。対照群
(Control：□)、長日処理群(EP：■)、a：雄、b：雌、＊P<0.05



（5）

で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

Fig.2
宮崎育成牧場で1 歳11 月から2 歳4 月まで育成した雄サラブ
レッドの血中ホルモン濃度。結果は、平均±標準誤差で示した。
月は、月名のイニシャルで示した。対照群（○）、長日処理群
（●）、プロラクチン（a）、黄体形成ホルモン（LH；b）、卵胞刺激ホ
ルモン（FSH；c）、インスリン様成長因子1（IGF-1：d）、テストス
テロン（e）、エストラジオール-17β（f）、＊P<0.05。

Fig.3
宮崎育成牧場で1 歳11 月から2 歳4 月まで育成した雌サラブ
レッドの血中ホルモン濃度。結果は、平均±標準誤差で示した。
月は、月名のイニシャルで表した。対照群（○）、長日処理群
（●）、プロラクチン（a）、黄体形成ホルモン（LH；b）、卵胞刺激ホ
ルモン（FSH；c）、インスリン様成長因子1（IGF-1：d）、プロジェ
ステロン（e）、エストラジオール-17β（f）、＊P<0.05。
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

Fig.4
宮崎育成牧場で1 歳11 月から2 歳4 月まで育成した雌サラブ
レッドの血中プロジェステロン濃度。対照群(a)と長日処理群
(b)。月は、月名のイニシャルで示した。

Fig.5
日高育成牧場で1 歳12 月から2 歳4 月まで育成したサラブ
レッドの体重（Weight）、体高(Height)、胸囲(Girth)、管囲
(Cannon)の増加率。結果は、平均±標準誤差で示した。対照群
(Control：□)、長日処理群(EP：■)、a：雄、b：雌、＊P<0.05

Fig.6
日高育成牧場で1 歳11 月から2 歳4 月まで育成した雄サラブ
レッド血中ホルモン濃度。結果は、平均±標準誤差で示した。月
は、月名のイニシャルで示した。対照群(○)、長日処理群(●)、プ
ロラクチン(a)、黄体形成ホルモン(LH；b)、卵胞刺激ホルモン
(FSH；c)、インスリン様成長因子1（IGF-1：d）、テストステロン
(e)、エストラジオール-17β(f)。＊P<0.05。
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

Fig.7
日高育成牧場で1 歳11 月から2 歳4 月まで育成した雌サラブ
レッド血中ホルモン濃度。対照群(○)、長日処理群(●)、プロラ
クチン(a)、黄体形成ホルモン(LH；b)、卵胞刺激ホルモン(FSH；
c)、インスリン様成長因子1（IGF-1：d）、プロジェステロン(e)、エ
ストラジオール-17β（f）。結果は、平均±標準誤差で示した。月
は、月名のイニシャルで表した。＊P<0.05。

Fig.8
日高育成牧場で1 歳11 月から2 歳4 月まで育成した雌サラブ
レッドの血中プロジェステロン濃度。対照群(a)と長日処理群
(b)。月は、月名のイニシャルで示した。
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場 Fig.9

宮崎育成牧場と日高育成牧場で育成したサラブレッド種の2 
歳3 月時点における代表例の被毛状態。宮崎育成牧場で育成し
た雄馬の対照群(A)と長日処理群(B)および雌馬の対照群(C)と
長日処理群(D) 。日高育成牧場で育成した雄の対照群(E)と長日
処理群(F)および雌の対照群(G)と長日処理群(H)。

Fig.10
サラブレッド雌雄育成馬における長日処理群（EP；□)と対照群
(Control; ■)の被毛評価点の比較。宮崎育成馬（雄：A、雌B）およ
び日高育成馬（雄：C、雌: D）。結果は、平均±標準誤差で示した。
*P<0.05。



（9）

で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場
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はじめに
　胎盤は妊娠中に発達する重要な内分泌器官であ
り[13]、胎子の発達を支えるエストロジェンや、子
宮の収縮性を抑えるプロジェステロンの分泌が知
られている[1、17]。近年、ウマを含む数種類の動物
において、アクチビンというホルモンが注目され
るようになってきた[2、9、11]。
　アクチビンとはトランスフォーミング増殖因子

（TGF）-βファミリーに属する糖タンパク質ホルモ
ンであり、2つのβサブユニットが結合して構成
され、主にアクチビンA（βA+βA）、アクチビンAB

（βA+βB）、およびアクチビンB（βB+βB）の3種
類に分類される[7、12]。ヒトにおいて、胚および子
宮胎盤組織から産生分泌されたアクチビンAは、
着床準備、胚および胎盤の発達、子宮の免疫反応の
調整などの妊娠維持に重要な作用を、オートクラ
イン/パラクライン様式にて担っている[8、9、11、

19]。
　アクチビン受容体（Activin Receptor：ActR）は、
細胞膜貫通型のセリン‐スレオニンキナーゼ活性
型の受容体で、主にActR IA、IB、IIA、IIBの4種類が
知られている[7、18、23]。アクチビンはまずII型受
容体に結合し、I型受容体を動員する。続いて、I型
受容体をリン酸化して活性型とし、細胞内シグナ
ルを伝達することでアクチビンの作用が発現され
る[7、18]。ウマの子宮胎盤組織において、アクチビ
ンAが産生分泌されている可能性が近年報告され
ているものの[2、25、26]、ActRに関する報告はな
されていない。
　ウマの繁殖において胚死滅および胎子喪失は非
常に大きな問題であり、これらを最小限に抑える
有効な方法の確立が望まれる。子宮胎盤機能を良
好に保つことは正常な妊娠を維持するためには必
要不可欠であることから、妊娠期の子宮胎盤機能

に関係するアクチビンの作用部位を解明すること
は臨床繁殖上、有用な研究と考えられる。本研究で
は子宮胎盤組織で重要な役割を担っているアクチ
ビンに注目し、ウマの子宮胎盤組織および子宮平
滑筋におけるActRの局在性を、免疫組織化学的手
法を用いて探索することを目的とした。

材料及び方法
動物：
　研究には北海道の日本中央競馬会（JRA）日高育
成牧場にて飼養されていた7頭の妊娠したサラブ
レッドを用いた（9‐20才、平均±標準偏差：
13.1±3.7才）。組織採取時の各馬の妊娠日数は
88、120、161、269、290、313、335日であった。な
お、最終交配日を妊娠0日と定義した。これらの馬
は健康体で安楽殺されたか、疝痛などの繁殖に関
係する疾患以外の理由により安楽殺された。安楽
殺はメデトミジン（5µg/kg）の静脈内投与後に、チ
オペンタールナトリウムおよび塩化スキサメトニ
ウムの混合物を過剰投与して実施した。子宮平滑
筋を含む子宮胎盤組織を即座に採取し、4%パラホ
ルムアルデヒドを用いて固定後、エタノールにて
脱水し、パラフィンに包埋した。本研究における安
楽殺および組織採取を含む研究計画は、JRA日高
育成牧場動物倫理委員会にて承認された。

免疫化学組織学的染色：
　包埋された組織を4µmに薄切し、スライドガラ
ス（MAS-GP type A、S9904、松浪硝子工業株式会
社、大阪、日本）上に乗せてプレパラートを作製し
た。免疫組織化学的染色はImmPRESS Reagent Kit

（Vector® Antigen Unmasking Solution H-3300, 
Vector Laboratories, Inc., CA, U.S.A.）を用いて実施
した。キシレンおよびエタノールを用いて脱パラ
フィン、再水和後、内因性ペルオキシダーゼを
0.3%H2O2/メタノールと反応させて失活させた

（室温、30分）。抗原は1%クエン酸緩衝液（Vector® 
Antigen Unmasking Solution H-3300, Vector 
Laboratories, Inc.）に浸漬し、オートクレーブ処理
して抗原を賦活化させ、リン酸緩衝液（PBS；
0.01M、pH7.4）にて洗浄した。2.5%Normal Horse 
S e r um（ImmPRESS  R e agen t  K i t ,  V e c t o r  

Laboratories, Inc.）を用いてインキュベートして
ブロッキング処理した後（室温、30分）、PBSにて洗
浄した。その後一次抗体を0.5% TritonX-100/PBS

（PBS‒Triton）で希釈したものと反応させた（一晩、
4℃）。使用した一次抗体および希釈倍率は以下の
とおりである：抗ヒトActR IAヤギポリクローナル
抗体（1:320, ab115301, Vector Laboratories, 
Inc.）、抗ヒトActR IBウサギポリクローナル抗体

（1:480, ab64813, Vector Laboratories, Inc.）、抗
ヒトActR IIAマウスモノクローナル抗体（1:160, 
ab76940, Vector Laboratories, Inc.）、抗ヒトActR 
IIBウサギモノクローナル抗体（1:320, ab134082, 
Vector Laboratories, Inc.）。翌日、PBSにて洗浄後、
それぞれの一次抗体の免疫動物に応じて、以下の
二次抗体と反応させた（室温、30分）；抗ヤギIg 

（ImmPRESS Reagent Kit peroxidase, MP-7405, 
Vector Laboratories, Inc.）、抗ウサギIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7401, Vector 
Laboratories,  Inc.）、抗マウスIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7402, Vector 
Laboratories, Inc.）。PBSにて洗浄後、NovaRED

（SK-4800, Vector Laboratories, Inc.）を用いて顕
微鏡下で反応させ、免疫部位を可視化した。再度
PBSにて洗浄後、Mayer’s hematoxylinを用いてカ
ウンター染色し、エタノールにて脱水、キシレンに
て透徹し、封入材（MGK-S、松浪硝子工業株式会社）
を用いて封入した。ネガティブコントロールには
一次抗体の代わりにPBS-Tritonを用いた。さらに、
各組織サンプルに対してヘマトキシリン-エオジ
ン染色（HE染色）を実施した。

結果
　免疫組織化学的手法により検索したActRの4種
類（ActR IA、IB、IIA、IIB）全てに対して、子宮内膜上
皮細胞、子宮腺上皮細胞、胎盤栄養膜細胞、および
子宮平滑筋における染色性が、妊娠88日から335
日にかけて確認された（図1、代表として妊娠88日
および335日を示している）。全てのサンプルにお
いて染色部位に違いは確認されず、染色の強さに
ついても顕著な違いは認められなかった。一次抗
体を用いないコントロールは染色されなかった

（図1）。

考察
　本研究では免疫組織化学的手法によって、妊娠
馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎盤栄養膜、および子
宮平滑筋においてActR IA、IB、IIA、IIBの染色性が
確認され、これらの組織に4種類のActRが発現し
ていることが示唆された。つまり、これらの組織で
アクチビンの胎盤形成、ステロイドホルモン産生
分泌などの作用が発揮されていると考えられた。
これはウマの生殖器におけるActRの発現について
の初めての報告である。
　ActRはヒツジ[10]やラット[5]の子宮内膜、子宮
腺、栄養膜外胚葉に発現している。これらに基づく
と、本研究で確認されたウマの子宮内膜上皮、子宮
腺、胎盤栄養膜におけるActRの発現は十分に考え
られる結果である。本研究におけるActRの発現パ
ターンには、妊娠88日から335日にかけて顕著な
違いは認められず、アクチビンの作用調整には
ActRの発現パターンよりもリガンドの濃度の方が
より重要であると推察された。
　ヒトでは子宮胎盤組織からアクチビンAが産生

される[8、9、15]。妊娠25日のウマでは子宮内膜管
腔上皮および子宮腺上皮におけるアクチビンβA
サブユニットの発現が報告されている[26]。本研
究ではActRが子宮腺上皮に確認されたことから、
子宮腺にて産生されたアクチビンAは、同部位の
ActRに結合し、先行研究[10]で考察されているよ
うな子宮腺の発達制御に関与していると推察され
た。
　本研究ではActRの発現が胎子および母体胎盤に
て確認され、ウマの胎盤組織においてアクチビン
AがActRに結合し、妊娠150日までにおこる胎盤形
成[21]などの重要な作用を担っていることが推測
された。この推測は、ウマの子宮胎盤組織における
アクチビンβAサブユニットのmRNAが、妊娠後期
よりも妊娠中期に多いことをNorthern b lot  
analysisによって明らかにした先行研究[25]から
も支持される。しかし、ウマの妊娠130日から312
日にかけて、アクチビンβA鎖は子宮腺上皮に局
在しており、胎盤微小葉や胎子栄養膜、母体子宮内
膜組織には発現しない[2、25]。つまり、先行研究で
考察されているように[2]、アクチビンAは子宮腺
から組織内を拡散して胎盤組織のActRに結合する
可能性が考えられた。
　アクチビンAはヒトの胎盤においてプロジェス
テロンやエストラジオールの産生分泌を刺激する
[11]。ウマの胎盤は妊娠100日頃までプロジェス
テロン、妊娠後半にはエストロジェンの供給源と
なる[1]。この期間はウマの子宮腺にアクチビンβ
A鎖が発現する時期と一致しており[2、25]、子宮腺
由来のアクチビンAが胎盤のActRに結合し、ウマ
のホルモン産生分泌を刺激していると推察され
た。
　ヒトの局所的なアクチビンA[4]およびラットの
血中アクチビンA[6]は子宮平滑筋を標的とし、収
縮性を抑制する[4]。本研究では妊娠期間を通して
子宮平滑筋に4種類のActRが発現していたことが
確認され、アクチビンが妊娠期間中に子宮平滑筋
に作用し、オキシトシンによって刺激される[14]
子宮平滑筋の収縮性調整に関与しているものと推
論された。アクチビンはウシの黄体化顆粒膜細胞
におけるオキシトシン産生を抑制する[22]。ウマ
において、オキシトシンンは子宮内膜から産生さ

れるが[1、3]、アクチビンによるオキシトシン産生
抑制機構が子宮胎盤組織にも存在している可能性
はある。このようにアクチビンは、子宮平滑筋への
直接的作用およびオキシトシン産生抑制という間
接的作用を介して、子宮平滑筋の収縮性を抑制し
ていると推察された。
　アクチビンは主に、局所的に産生されオートク
ライン/パラクライン様式によって作用を発現す
る[7]。しかし、妊娠後期のヒトにおいて、アクチビ
ンは内分泌因子としての生物学的活性を持つと考
えられている[11]。ウマにおいても同様に、アクチ
ビンAはオートクライン/パラクライン因子とし
てのみではなく、妊娠後期には内分泌因子として
活性を持ち、本研究にて確認された子宮胎盤組織
のActRに結合している可能性が考えられる。子宮
腺に加え、ヒト[20]、ブタ[24]、ヤギ[23]、ラット
[16]の卵巣はアクチビンAの産生源として知られ
る。しかし、ウマのActRの局在性、アクチビンの産
生源、アクチビンの作用の関係性を考察するには
不明な点が多い。本研究では免疫組織化学的染色
のみを実施しており、ActRおよびアクチビンAサ
ブユニットを標的としたPCRやELISAなど、他の手
法を用いた追加研究が、本研究結果およびアクチ
ビンの作用メカニズムを確証するためには必要不
可欠である。
　結論として、妊娠馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎
盤栄養膜、および子宮平滑筋にActRのIA、IB、IIA、
IIBの4種類が妊娠期間を通して発現していること
が明らかとなり、子宮胎盤組織においてアクチビ
ンが作用していることが推察された。ウマの胚死
滅、流産、早産の予防法確立のためにさらなる研究
が望まれる。
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要約

　アクチビンはウマの子宮腺から分泌され、ウマの妊娠成立および維持に需要な役割を果たしている。
本研究では7頭の妊娠馬（妊娠88、120、161、269、290、331、335日）の子宮胎盤組織について、アクチビ
ン受容体のタイプIA/BおよびIIA/Bの発現を、免疫組織化学的手法を用いて探索した。採取した子宮胎盤
組織は4%のパラホルムアルデヒドを用いて固定し、研究に用いた。その結果、アクチビン受容体の4種
類全てが子宮内膜上皮、子宮腺、胎盤栄養膜、および子宮平滑筋に妊娠期間を通して発現していること
が判明し、ウマの子宮胎盤組織においてアクチビンが作用している可能性が考えられた。
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ウマ子宮胎盤組織におけるアクチビン受容体の発現

背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

はじめに
　胎盤は妊娠中に発達する重要な内分泌器官であ
り[13]、胎子の発達を支えるエストロジェンや、子
宮の収縮性を抑えるプロジェステロンの分泌が知
られている[1、17]。近年、ウマを含む数種類の動物
において、アクチビンというホルモンが注目され
るようになってきた[2、9、11]。
　アクチビンとはトランスフォーミング増殖因子

（TGF）-βファミリーに属する糖タンパク質ホルモ
ンであり、2つのβサブユニットが結合して構成
され、主にアクチビンA（βA+βA）、アクチビンAB

（βA+βB）、およびアクチビンB（βB+βB）の3種
類に分類される[7、12]。ヒトにおいて、胚および子
宮胎盤組織から産生分泌されたアクチビンAは、
着床準備、胚および胎盤の発達、子宮の免疫反応の
調整などの妊娠維持に重要な作用を、オートクラ
イン/パラクライン様式にて担っている[8、9、11、

19]。
　アクチビン受容体（Activin Receptor：ActR）は、
細胞膜貫通型のセリン‐スレオニンキナーゼ活性
型の受容体で、主にActR IA、IB、IIA、IIBの4種類が
知られている[7、18、23]。アクチビンはまずII型受
容体に結合し、I型受容体を動員する。続いて、I型
受容体をリン酸化して活性型とし、細胞内シグナ
ルを伝達することでアクチビンの作用が発現され
る[7、18]。ウマの子宮胎盤組織において、アクチビ
ンAが産生分泌されている可能性が近年報告され
ているものの[2、25、26]、ActRに関する報告はな
されていない。
　ウマの繁殖において胚死滅および胎子喪失は非
常に大きな問題であり、これらを最小限に抑える
有効な方法の確立が望まれる。子宮胎盤機能を良
好に保つことは正常な妊娠を維持するためには必
要不可欠であることから、妊娠期の子宮胎盤機能

に関係するアクチビンの作用部位を解明すること
は臨床繁殖上、有用な研究と考えられる。本研究で
は子宮胎盤組織で重要な役割を担っているアクチ
ビンに注目し、ウマの子宮胎盤組織および子宮平
滑筋におけるActRの局在性を、免疫組織化学的手
法を用いて探索することを目的とした。

材料及び方法
動物：
　研究には北海道の日本中央競馬会（JRA）日高育
成牧場にて飼養されていた7頭の妊娠したサラブ
レッドを用いた（9‐20才、平均±標準偏差：
13.1±3.7才）。組織採取時の各馬の妊娠日数は
88、120、161、269、290、313、335日であった。な
お、最終交配日を妊娠0日と定義した。これらの馬
は健康体で安楽殺されたか、疝痛などの繁殖に関
係する疾患以外の理由により安楽殺された。安楽
殺はメデトミジン（5µg/kg）の静脈内投与後に、チ
オペンタールナトリウムおよび塩化スキサメトニ
ウムの混合物を過剰投与して実施した。子宮平滑
筋を含む子宮胎盤組織を即座に採取し、4%パラホ
ルムアルデヒドを用いて固定後、エタノールにて
脱水し、パラフィンに包埋した。本研究における安
楽殺および組織採取を含む研究計画は、JRA日高
育成牧場動物倫理委員会にて承認された。

免疫化学組織学的染色：
　包埋された組織を4µmに薄切し、スライドガラ
ス（MAS-GP type A、S9904、松浪硝子工業株式会
社、大阪、日本）上に乗せてプレパラートを作製し
た。免疫組織化学的染色はImmPRESS Reagent Kit

（Vector® Antigen Unmasking Solution H-3300, 
Vector Laboratories, Inc., CA, U.S.A.）を用いて実施
した。キシレンおよびエタノールを用いて脱パラ
フィン、再水和後、内因性ペルオキシダーゼを
0.3%H2O2/メタノールと反応させて失活させた

（室温、30分）。抗原は1%クエン酸緩衝液（Vector® 
Antigen Unmasking Solution H-3300, Vector 
Laboratories, Inc.）に浸漬し、オートクレーブ処理
して抗原を賦活化させ、リン酸緩衝液（PBS；
0.01M、pH7.4）にて洗浄した。2.5%Normal Horse 
S e r um（ImmPRESS  R e agen t  K i t ,  V e c t o r  

Laboratories, Inc.）を用いてインキュベートして
ブロッキング処理した後（室温、30分）、PBSにて洗
浄した。その後一次抗体を0.5% TritonX-100/PBS

（PBS‒Triton）で希釈したものと反応させた（一晩、
4℃）。使用した一次抗体および希釈倍率は以下の
とおりである：抗ヒトActR IAヤギポリクローナル
抗体（1:320, ab115301, Vector Laboratories, 
Inc.）、抗ヒトActR IBウサギポリクローナル抗体

（1:480, ab64813, Vector Laboratories, Inc.）、抗
ヒトActR IIAマウスモノクローナル抗体（1:160, 
ab76940, Vector Laboratories, Inc.）、抗ヒトActR 
IIBウサギモノクローナル抗体（1:320, ab134082, 
Vector Laboratories, Inc.）。翌日、PBSにて洗浄後、
それぞれの一次抗体の免疫動物に応じて、以下の
二次抗体と反応させた（室温、30分）；抗ヤギIg 

（ImmPRESS Reagent Kit peroxidase, MP-7405, 
Vector Laboratories, Inc.）、抗ウサギIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7401, Vector 
Laboratories,  Inc.）、抗マウスIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7402, Vector 
Laboratories, Inc.）。PBSにて洗浄後、NovaRED

（SK-4800, Vector Laboratories, Inc.）を用いて顕
微鏡下で反応させ、免疫部位を可視化した。再度
PBSにて洗浄後、Mayer’s hematoxylinを用いてカ
ウンター染色し、エタノールにて脱水、キシレンに
て透徹し、封入材（MGK-S、松浪硝子工業株式会社）
を用いて封入した。ネガティブコントロールには
一次抗体の代わりにPBS-Tritonを用いた。さらに、
各組織サンプルに対してヘマトキシリン-エオジ
ン染色（HE染色）を実施した。

結果
　免疫組織化学的手法により検索したActRの4種
類（ActR IA、IB、IIA、IIB）全てに対して、子宮内膜上
皮細胞、子宮腺上皮細胞、胎盤栄養膜細胞、および
子宮平滑筋における染色性が、妊娠88日から335
日にかけて確認された（図1、代表として妊娠88日
および335日を示している）。全てのサンプルにお
いて染色部位に違いは確認されず、染色の強さに
ついても顕著な違いは認められなかった。一次抗
体を用いないコントロールは染色されなかった

（図1）。

考察
　本研究では免疫組織化学的手法によって、妊娠
馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎盤栄養膜、および子
宮平滑筋においてActR IA、IB、IIA、IIBの染色性が
確認され、これらの組織に4種類のActRが発現し
ていることが示唆された。つまり、これらの組織で
アクチビンの胎盤形成、ステロイドホルモン産生
分泌などの作用が発揮されていると考えられた。
これはウマの生殖器におけるActRの発現について
の初めての報告である。
　ActRはヒツジ[10]やラット[5]の子宮内膜、子宮
腺、栄養膜外胚葉に発現している。これらに基づく
と、本研究で確認されたウマの子宮内膜上皮、子宮
腺、胎盤栄養膜におけるActRの発現は十分に考え
られる結果である。本研究におけるActRの発現パ
ターンには、妊娠88日から335日にかけて顕著な
違いは認められず、アクチビンの作用調整には
ActRの発現パターンよりもリガンドの濃度の方が
より重要であると推察された。
　ヒトでは子宮胎盤組織からアクチビンAが産生

される[8、9、15]。妊娠25日のウマでは子宮内膜管
腔上皮および子宮腺上皮におけるアクチビンβA
サブユニットの発現が報告されている[26]。本研
究ではActRが子宮腺上皮に確認されたことから、
子宮腺にて産生されたアクチビンAは、同部位の
ActRに結合し、先行研究[10]で考察されているよ
うな子宮腺の発達制御に関与していると推察され
た。
　本研究ではActRの発現が胎子および母体胎盤に
て確認され、ウマの胎盤組織においてアクチビン
AがActRに結合し、妊娠150日までにおこる胎盤形
成[21]などの重要な作用を担っていることが推測
された。この推測は、ウマの子宮胎盤組織における
アクチビンβAサブユニットのmRNAが、妊娠後期
よりも妊娠中期に多いことをNorthern b lot  
analysisによって明らかにした先行研究[25]から
も支持される。しかし、ウマの妊娠130日から312
日にかけて、アクチビンβA鎖は子宮腺上皮に局
在しており、胎盤微小葉や胎子栄養膜、母体子宮内
膜組織には発現しない[2、25]。つまり、先行研究で
考察されているように[2]、アクチビンAは子宮腺
から組織内を拡散して胎盤組織のActRに結合する
可能性が考えられた。
　アクチビンAはヒトの胎盤においてプロジェス
テロンやエストラジオールの産生分泌を刺激する
[11]。ウマの胎盤は妊娠100日頃までプロジェス
テロン、妊娠後半にはエストロジェンの供給源と
なる[1]。この期間はウマの子宮腺にアクチビンβ
A鎖が発現する時期と一致しており[2、25]、子宮腺
由来のアクチビンAが胎盤のActRに結合し、ウマ
のホルモン産生分泌を刺激していると推察され
た。
　ヒトの局所的なアクチビンA[4]およびラットの
血中アクチビンA[6]は子宮平滑筋を標的とし、収
縮性を抑制する[4]。本研究では妊娠期間を通して
子宮平滑筋に4種類のActRが発現していたことが
確認され、アクチビンが妊娠期間中に子宮平滑筋
に作用し、オキシトシンによって刺激される[14]
子宮平滑筋の収縮性調整に関与しているものと推
論された。アクチビンはウシの黄体化顆粒膜細胞
におけるオキシトシン産生を抑制する[22]。ウマ
において、オキシトシンンは子宮内膜から産生さ

れるが[1、3]、アクチビンによるオキシトシン産生
抑制機構が子宮胎盤組織にも存在している可能性
はある。このようにアクチビンは、子宮平滑筋への
直接的作用およびオキシトシン産生抑制という間
接的作用を介して、子宮平滑筋の収縮性を抑制し
ていると推察された。
　アクチビンは主に、局所的に産生されオートク
ライン/パラクライン様式によって作用を発現す
る[7]。しかし、妊娠後期のヒトにおいて、アクチビ
ンは内分泌因子としての生物学的活性を持つと考
えられている[11]。ウマにおいても同様に、アクチ
ビンAはオートクライン/パラクライン因子とし
てのみではなく、妊娠後期には内分泌因子として
活性を持ち、本研究にて確認された子宮胎盤組織
のActRに結合している可能性が考えられる。子宮
腺に加え、ヒト[20]、ブタ[24]、ヤギ[23]、ラット
[16]の卵巣はアクチビンAの産生源として知られ
る。しかし、ウマのActRの局在性、アクチビンの産
生源、アクチビンの作用の関係性を考察するには
不明な点が多い。本研究では免疫組織化学的染色
のみを実施しており、ActRおよびアクチビンAサ
ブユニットを標的としたPCRやELISAなど、他の手
法を用いた追加研究が、本研究結果およびアクチ
ビンの作用メカニズムを確証するためには必要不
可欠である。
　結論として、妊娠馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎
盤栄養膜、および子宮平滑筋にActRのIA、IB、IIA、
IIBの4種類が妊娠期間を通して発現していること
が明らかとなり、子宮胎盤組織においてアクチビ
ンが作用していることが推察された。ウマの胚死
滅、流産、早産の予防法確立のためにさらなる研究
が望まれる。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。

謝辞
　馬プロラクチン、LH、FSH、IGF-1測定用キットを
提供して頂いたThe National Hormone and 
Pituitary Program, NIDDK, NIH, (Torrance, 
CA, USA)とDr. A. F. Parlow、プロジェステロン
(GDN 337)、テストステロン(GDN 250)およびエス
トラジオール-17β(GDN 244)の抗体を提供して
頂いたDr. G. D. Niswender, Animal Reproduction 
and Biotechnology Laboratory, Colorado State 
University (Fort Collins, CO, U.S.A.)に謝意を表す。
また、論文作成に際してご協力を頂いた東京農工
大学農学部獣医生理学研究室の藤井一希氏に謝意
を表す。

参考文献
  1．Arslanian, S., and Suprasongsin, C. 1997. 

Testosterone treatment in adolescents with 
d e l a y e d  p u b e r t y :  c h a n g e s  i n  b o d y  
composit ion,  protein,  fat ,  and glucose 
metabolism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 82: 
3213‒3220.

  2．Asai, S., Ohta, R., Fujikawa, T., Sakai, R.R., 
Shirota, M., Ogata, M., Watanabe, G., and 
Taya,  K .  2006.  Gastr ic  ulcerat ion and 
expression of prolactin receptor in the brain 
in Hatano high- and low-avoidance rats. 

Endocrine 30: 161‒166.
  3．Bartke, A. 2004. Prolactin in the male: 25 

years later. J. Androl. 25: 661‒666. 
  4．Bartke, A., Klemcke, H.G., Amador, A., and Van 

Sickle, M. 1982. Photoperiod and regulation 
of gonadotropin receptors. Ann. N. Y. Acad. 
Sci. 383: 122‒134.

  5．Ben-Jonathan,  N. ,  LaPensee,  C .R . ,  and 
LaPensee, E.W. 2008. What can we learn 
from rodents about prolactin in humans? 
Endocr. Rev. 29: 1‒41.

  6．Bernichtein, S., Touraine, P., and Goffin, V. 
2010. New concepts in prolactin biology. J. 
Endocrinol. 206: 1‒11.

  7．Burkhardt, J. 1947. Transition from anestrus 
in the mare and effects of artificial lighting. J. 
Agric. Sci. 37: 64‒68.

  8．Champion, Z.J., Breier, B.H., Ewen, W.E., 
Tobin, T.T., and Casey, P.J. 2002. Blood 
plasma concentrations of insulinlike growth 
factor-I (IGF-I) in resting standardbred horses. 
Vet. J. 163: 45‒50.

  9．Charoenphandhu, N., Nakkrasae, L.I., Kraidith, 
K., Teerapornpuntakit, J., Thongchote, K., 
Thongon, N., and Krishnamra, N. 2009. 
Two-step stimulation of intestinal Ca2+ 
absorption during lactation by long-term 
prolactin exposure and suckling-induced 
prolactin surge. Am. J. Physiol. Endocrinol. 
Metab. 297: E609‒E619.

10．Charoenphandhu, N., Wongdee, K. ,  and 
Krishnamra, N. 2010. Is prolactin the cardinal 
calciotropic maternal hormone? Trends 
Endocrinol. Metab. 21: 395‒401.

11．Clarke, B.L., and Khosla, S. 2009. Androgens 
and bone. Steroids 74: 296‒305.

12．Curlewis, J.D. 1992. Seasonal prolactin 
secretion and its role in seasonal reproduction: 
a review. Reprod. Fertil. Dev. 4: 1‒23.

13．D’Eon, T.M., Sharoff, C., Chipkin, S.R., Grow, 
D., Ruby, B.C., and Braun, B. 2002. Regulation 
of exercise carbohydrate metabolism by 

estrogen and progesterone in women. Am. J. 
Physiol. Endocrinol. Metab. 283: E1046‒E1055.

14．Derar, R., Haramaki, S., Hoque, S., Hashizume, 
T., Osawa, T., Taya, K., Watanabe, G., and 
Miyake, Y. 2006. Immunoreactive Insulin-like 
growth factor in plasma during pre-and 
post-partum periods of thoroughbred mares 
from which the newborn were removed: its 
pattern, physiological function and relation to 
other hormones. J. Equine Sci. 17: 75‒79.

15．Le Roith, D., Bondy, C., Yakar, S., Liu, J.L., and 
Butler, A. 2001. The somatomedin hypothesis: 
2001. Endocr. Rev. 22: 53‒74.

16．Dhakal, P., Tsunoda, N., Nakai, R., Kitaura, T., 
Harada, T., Ito, M., Nagaoka, K., Toishi, Y., 
Taniyama, H., Watanabe, G., and Taya, K. 
2011. Annual changes in day-length, temperature, 
and circulating reproductive hormones in 
Thoroughbred stallions and gelgings. J. 
Equine Sci. 22: 29‒36.

17．Dhakal, P., Hirama, A., Nambo, Y., Harada, T., 
Sato, F., Nagaoka, K., Watanabe, G., and Taya, 
K. 2012. Circulating pituitary and gonadal 
hormones in spring-born Thoroughbred fillies 
and colts from birth to puberty. J. Reprod. 
Dev. 58: 522‒530.

18．Donadeu, F.X., and Thompson, D.L. Jr. 2002. 
Administration of sulpiride to anovulatory 
mares in winter: effects on prolactin and 
gonadotropin concentrations, ovarian activity, 
ovulation and hair shedding. Theriogenology 
57: 963‒976.

19．Thompson, D.L. Jr., and DePew, C.L. 1997. 
Prolactin, gonadotropin, and hair shedding 
responses to daily sulpiride administration in 
geldings in winter. J. Anim. Sci. 75: 1087‒1091.

20．Thompson, D.L. Jr., Hoffman, R., and DePew, 
C.L. 1997. Prolactin administration to seasonally 
anestrous mares: reproductive, metabolic, 
and hair-shedding responses. J. Anim. Sci. 75: 
1092‒1099.

21．Douglas, D.A., Houde, A., Song, J.H., Farookhi, 

セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

図1

はじめに
　胎盤は妊娠中に発達する重要な内分泌器官であ
り[13]、胎子の発達を支えるエストロジェンや、子
宮の収縮性を抑えるプロジェステロンの分泌が知
られている[1、17]。近年、ウマを含む数種類の動物
において、アクチビンというホルモンが注目され
るようになってきた[2、9、11]。
　アクチビンとはトランスフォーミング増殖因子

（TGF）-βファミリーに属する糖タンパク質ホルモ
ンであり、2つのβサブユニットが結合して構成
され、主にアクチビンA（βA+βA）、アクチビンAB

（βA+βB）、およびアクチビンB（βB+βB）の3種
類に分類される[7、12]。ヒトにおいて、胚および子
宮胎盤組織から産生分泌されたアクチビンAは、
着床準備、胚および胎盤の発達、子宮の免疫反応の
調整などの妊娠維持に重要な作用を、オートクラ
イン/パラクライン様式にて担っている[8、9、11、

19]。
　アクチビン受容体（Activin Receptor：ActR）は、
細胞膜貫通型のセリン‐スレオニンキナーゼ活性
型の受容体で、主にActR IA、IB、IIA、IIBの4種類が
知られている[7、18、23]。アクチビンはまずII型受
容体に結合し、I型受容体を動員する。続いて、I型
受容体をリン酸化して活性型とし、細胞内シグナ
ルを伝達することでアクチビンの作用が発現され
る[7、18]。ウマの子宮胎盤組織において、アクチビ
ンAが産生分泌されている可能性が近年報告され
ているものの[2、25、26]、ActRに関する報告はな
されていない。
　ウマの繁殖において胚死滅および胎子喪失は非
常に大きな問題であり、これらを最小限に抑える
有効な方法の確立が望まれる。子宮胎盤機能を良
好に保つことは正常な妊娠を維持するためには必
要不可欠であることから、妊娠期の子宮胎盤機能

に関係するアクチビンの作用部位を解明すること
は臨床繁殖上、有用な研究と考えられる。本研究で
は子宮胎盤組織で重要な役割を担っているアクチ
ビンに注目し、ウマの子宮胎盤組織および子宮平
滑筋におけるActRの局在性を、免疫組織化学的手
法を用いて探索することを目的とした。

材料及び方法
動物：
　研究には北海道の日本中央競馬会（JRA）日高育
成牧場にて飼養されていた7頭の妊娠したサラブ
レッドを用いた（9‐20才、平均±標準偏差：
13.1±3.7才）。組織採取時の各馬の妊娠日数は
88、120、161、269、290、313、335日であった。な
お、最終交配日を妊娠0日と定義した。これらの馬
は健康体で安楽殺されたか、疝痛などの繁殖に関
係する疾患以外の理由により安楽殺された。安楽
殺はメデトミジン（5µg/kg）の静脈内投与後に、チ
オペンタールナトリウムおよび塩化スキサメトニ
ウムの混合物を過剰投与して実施した。子宮平滑
筋を含む子宮胎盤組織を即座に採取し、4%パラホ
ルムアルデヒドを用いて固定後、エタノールにて
脱水し、パラフィンに包埋した。本研究における安
楽殺および組織採取を含む研究計画は、JRA日高
育成牧場動物倫理委員会にて承認された。

免疫化学組織学的染色：
　包埋された組織を4µmに薄切し、スライドガラ
ス（MAS-GP type A、S9904、松浪硝子工業株式会
社、大阪、日本）上に乗せてプレパラートを作製し
た。免疫組織化学的染色はImmPRESS Reagent Kit

（Vector® Antigen Unmasking Solution H-3300, 
Vector Laboratories, Inc., CA, U.S.A.）を用いて実施
した。キシレンおよびエタノールを用いて脱パラ
フィン、再水和後、内因性ペルオキシダーゼを
0.3%H2O2/メタノールと反応させて失活させた

（室温、30分）。抗原は1%クエン酸緩衝液（Vector® 
Antigen Unmasking Solution H-3300, Vector 
Laboratories, Inc.）に浸漬し、オートクレーブ処理
して抗原を賦活化させ、リン酸緩衝液（PBS；
0.01M、pH7.4）にて洗浄した。2.5%Normal Horse 
S e r um（ImmPRESS  R e agen t  K i t ,  V e c t o r  

Laboratories, Inc.）を用いてインキュベートして
ブロッキング処理した後（室温、30分）、PBSにて洗
浄した。その後一次抗体を0.5% TritonX-100/PBS

（PBS‒Triton）で希釈したものと反応させた（一晩、
4℃）。使用した一次抗体および希釈倍率は以下の
とおりである：抗ヒトActR IAヤギポリクローナル
抗体（1:320, ab115301, Vector Laboratories, 
Inc.）、抗ヒトActR IBウサギポリクローナル抗体

（1:480, ab64813, Vector Laboratories, Inc.）、抗
ヒトActR IIAマウスモノクローナル抗体（1:160, 
ab76940, Vector Laboratories, Inc.）、抗ヒトActR 
IIBウサギモノクローナル抗体（1:320, ab134082, 
Vector Laboratories, Inc.）。翌日、PBSにて洗浄後、
それぞれの一次抗体の免疫動物に応じて、以下の
二次抗体と反応させた（室温、30分）；抗ヤギIg 

（ImmPRESS Reagent Kit peroxidase, MP-7405, 
Vector Laboratories, Inc.）、抗ウサギIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7401, Vector 
Laboratories,  Inc.）、抗マウスIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7402, Vector 
Laboratories, Inc.）。PBSにて洗浄後、NovaRED

（SK-4800, Vector Laboratories, Inc.）を用いて顕
微鏡下で反応させ、免疫部位を可視化した。再度
PBSにて洗浄後、Mayer’s hematoxylinを用いてカ
ウンター染色し、エタノールにて脱水、キシレンに
て透徹し、封入材（MGK-S、松浪硝子工業株式会社）
を用いて封入した。ネガティブコントロールには
一次抗体の代わりにPBS-Tritonを用いた。さらに、
各組織サンプルに対してヘマトキシリン-エオジ
ン染色（HE染色）を実施した。

結果
　免疫組織化学的手法により検索したActRの4種
類（ActR IA、IB、IIA、IIB）全てに対して、子宮内膜上
皮細胞、子宮腺上皮細胞、胎盤栄養膜細胞、および
子宮平滑筋における染色性が、妊娠88日から335
日にかけて確認された（図1、代表として妊娠88日
および335日を示している）。全てのサンプルにお
いて染色部位に違いは確認されず、染色の強さに
ついても顕著な違いは認められなかった。一次抗
体を用いないコントロールは染色されなかった

（図1）。

考察
　本研究では免疫組織化学的手法によって、妊娠
馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎盤栄養膜、および子
宮平滑筋においてActR IA、IB、IIA、IIBの染色性が
確認され、これらの組織に4種類のActRが発現し
ていることが示唆された。つまり、これらの組織で
アクチビンの胎盤形成、ステロイドホルモン産生
分泌などの作用が発揮されていると考えられた。
これはウマの生殖器におけるActRの発現について
の初めての報告である。
　ActRはヒツジ[10]やラット[5]の子宮内膜、子宮
腺、栄養膜外胚葉に発現している。これらに基づく
と、本研究で確認されたウマの子宮内膜上皮、子宮
腺、胎盤栄養膜におけるActRの発現は十分に考え
られる結果である。本研究におけるActRの発現パ
ターンには、妊娠88日から335日にかけて顕著な
違いは認められず、アクチビンの作用調整には
ActRの発現パターンよりもリガンドの濃度の方が
より重要であると推察された。
　ヒトでは子宮胎盤組織からアクチビンAが産生

される[8、9、15]。妊娠25日のウマでは子宮内膜管
腔上皮および子宮腺上皮におけるアクチビンβA
サブユニットの発現が報告されている[26]。本研
究ではActRが子宮腺上皮に確認されたことから、
子宮腺にて産生されたアクチビンAは、同部位の
ActRに結合し、先行研究[10]で考察されているよ
うな子宮腺の発達制御に関与していると推察され
た。
　本研究ではActRの発現が胎子および母体胎盤に
て確認され、ウマの胎盤組織においてアクチビン
AがActRに結合し、妊娠150日までにおこる胎盤形
成[21]などの重要な作用を担っていることが推測
された。この推測は、ウマの子宮胎盤組織における
アクチビンβAサブユニットのmRNAが、妊娠後期
よりも妊娠中期に多いことをNorthern b lot  
analysisによって明らかにした先行研究[25]から
も支持される。しかし、ウマの妊娠130日から312
日にかけて、アクチビンβA鎖は子宮腺上皮に局
在しており、胎盤微小葉や胎子栄養膜、母体子宮内
膜組織には発現しない[2、25]。つまり、先行研究で
考察されているように[2]、アクチビンAは子宮腺
から組織内を拡散して胎盤組織のActRに結合する
可能性が考えられた。
　アクチビンAはヒトの胎盤においてプロジェス
テロンやエストラジオールの産生分泌を刺激する
[11]。ウマの胎盤は妊娠100日頃までプロジェス
テロン、妊娠後半にはエストロジェンの供給源と
なる[1]。この期間はウマの子宮腺にアクチビンβ
A鎖が発現する時期と一致しており[2、25]、子宮腺
由来のアクチビンAが胎盤のActRに結合し、ウマ
のホルモン産生分泌を刺激していると推察され
た。
　ヒトの局所的なアクチビンA[4]およびラットの
血中アクチビンA[6]は子宮平滑筋を標的とし、収
縮性を抑制する[4]。本研究では妊娠期間を通して
子宮平滑筋に4種類のActRが発現していたことが
確認され、アクチビンが妊娠期間中に子宮平滑筋
に作用し、オキシトシンによって刺激される[14]
子宮平滑筋の収縮性調整に関与しているものと推
論された。アクチビンはウシの黄体化顆粒膜細胞
におけるオキシトシン産生を抑制する[22]。ウマ
において、オキシトシンンは子宮内膜から産生さ

れるが[1、3]、アクチビンによるオキシトシン産生
抑制機構が子宮胎盤組織にも存在している可能性
はある。このようにアクチビンは、子宮平滑筋への
直接的作用およびオキシトシン産生抑制という間
接的作用を介して、子宮平滑筋の収縮性を抑制し
ていると推察された。
　アクチビンは主に、局所的に産生されオートク
ライン/パラクライン様式によって作用を発現す
る[7]。しかし、妊娠後期のヒトにおいて、アクチビ
ンは内分泌因子としての生物学的活性を持つと考
えられている[11]。ウマにおいても同様に、アクチ
ビンAはオートクライン/パラクライン因子とし
てのみではなく、妊娠後期には内分泌因子として
活性を持ち、本研究にて確認された子宮胎盤組織
のActRに結合している可能性が考えられる。子宮
腺に加え、ヒト[20]、ブタ[24]、ヤギ[23]、ラット
[16]の卵巣はアクチビンAの産生源として知られ
る。しかし、ウマのActRの局在性、アクチビンの産
生源、アクチビンの作用の関係性を考察するには
不明な点が多い。本研究では免疫組織化学的染色
のみを実施しており、ActRおよびアクチビンAサ
ブユニットを標的としたPCRやELISAなど、他の手
法を用いた追加研究が、本研究結果およびアクチ
ビンの作用メカニズムを確証するためには必要不
可欠である。
　結論として、妊娠馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎
盤栄養膜、および子宮平滑筋にActRのIA、IB、IIA、
IIBの4種類が妊娠期間を通して発現していること
が明らかとなり、子宮胎盤組織においてアクチビ
ンが作用していることが推察された。ウマの胚死
滅、流産、早産の予防法確立のためにさらなる研究
が望まれる。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、

妊娠88日（88d）および335日（335d）のサラブレッドにおける
子宮腺（＊）、子宮内膜上皮（→）、胎盤栄養膜（ ）、子宮平滑筋
（M）の免疫組織化学的染色の結果。組織は抗ActR IA、IB、IIA、IIB
抗体を用いて染色してある。P、胎盤領域；M、子宮筋層。HE、ヘ
マトキシリン‐エオジン染色。IA、ActR IA；IB、ActR IB；IIA、ActR 
IIA；IIB、ActR IIB；NC、陰性コントロール。全て同じスケールで撮
影し、スケールバーは100µmを示す。
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

はじめに
　胎盤は妊娠中に発達する重要な内分泌器官であ
り[13]、胎子の発達を支えるエストロジェンや、子
宮の収縮性を抑えるプロジェステロンの分泌が知
られている[1、17]。近年、ウマを含む数種類の動物
において、アクチビンというホルモンが注目され
るようになってきた[2、9、11]。
　アクチビンとはトランスフォーミング増殖因子

（TGF）-βファミリーに属する糖タンパク質ホルモ
ンであり、2つのβサブユニットが結合して構成
され、主にアクチビンA（βA+βA）、アクチビンAB

（βA+βB）、およびアクチビンB（βB+βB）の3種
類に分類される[7、12]。ヒトにおいて、胚および子
宮胎盤組織から産生分泌されたアクチビンAは、
着床準備、胚および胎盤の発達、子宮の免疫反応の
調整などの妊娠維持に重要な作用を、オートクラ
イン/パラクライン様式にて担っている[8、9、11、

19]。
　アクチビン受容体（Activin Receptor：ActR）は、
細胞膜貫通型のセリン‐スレオニンキナーゼ活性
型の受容体で、主にActR IA、IB、IIA、IIBの4種類が
知られている[7、18、23]。アクチビンはまずII型受
容体に結合し、I型受容体を動員する。続いて、I型
受容体をリン酸化して活性型とし、細胞内シグナ
ルを伝達することでアクチビンの作用が発現され
る[7、18]。ウマの子宮胎盤組織において、アクチビ
ンAが産生分泌されている可能性が近年報告され
ているものの[2、25、26]、ActRに関する報告はな
されていない。
　ウマの繁殖において胚死滅および胎子喪失は非
常に大きな問題であり、これらを最小限に抑える
有効な方法の確立が望まれる。子宮胎盤機能を良
好に保つことは正常な妊娠を維持するためには必
要不可欠であることから、妊娠期の子宮胎盤機能

に関係するアクチビンの作用部位を解明すること
は臨床繁殖上、有用な研究と考えられる。本研究で
は子宮胎盤組織で重要な役割を担っているアクチ
ビンに注目し、ウマの子宮胎盤組織および子宮平
滑筋におけるActRの局在性を、免疫組織化学的手
法を用いて探索することを目的とした。

材料及び方法
動物：
　研究には北海道の日本中央競馬会（JRA）日高育
成牧場にて飼養されていた7頭の妊娠したサラブ
レッドを用いた（9‐20才、平均±標準偏差：
13.1±3.7才）。組織採取時の各馬の妊娠日数は
88、120、161、269、290、313、335日であった。な
お、最終交配日を妊娠0日と定義した。これらの馬
は健康体で安楽殺されたか、疝痛などの繁殖に関
係する疾患以外の理由により安楽殺された。安楽
殺はメデトミジン（5µg/kg）の静脈内投与後に、チ
オペンタールナトリウムおよび塩化スキサメトニ
ウムの混合物を過剰投与して実施した。子宮平滑
筋を含む子宮胎盤組織を即座に採取し、4%パラホ
ルムアルデヒドを用いて固定後、エタノールにて
脱水し、パラフィンに包埋した。本研究における安
楽殺および組織採取を含む研究計画は、JRA日高
育成牧場動物倫理委員会にて承認された。

免疫化学組織学的染色：
　包埋された組織を4µmに薄切し、スライドガラ
ス（MAS-GP type A、S9904、松浪硝子工業株式会
社、大阪、日本）上に乗せてプレパラートを作製し
た。免疫組織化学的染色はImmPRESS Reagent Kit

（Vector® Antigen Unmasking Solution H-3300, 
Vector Laboratories, Inc., CA, U.S.A.）を用いて実施
した。キシレンおよびエタノールを用いて脱パラ
フィン、再水和後、内因性ペルオキシダーゼを
0.3%H2O2/メタノールと反応させて失活させた

（室温、30分）。抗原は1%クエン酸緩衝液（Vector® 
Antigen Unmasking Solution H-3300, Vector 
Laboratories, Inc.）に浸漬し、オートクレーブ処理
して抗原を賦活化させ、リン酸緩衝液（PBS；
0.01M、pH7.4）にて洗浄した。2.5%Normal Horse 
S e r um（ImmPRESS  R e agen t  K i t ,  V e c t o r  

Laboratories, Inc.）を用いてインキュベートして
ブロッキング処理した後（室温、30分）、PBSにて洗
浄した。その後一次抗体を0.5% TritonX-100/PBS

（PBS‒Triton）で希釈したものと反応させた（一晩、
4℃）。使用した一次抗体および希釈倍率は以下の
とおりである：抗ヒトActR IAヤギポリクローナル
抗体（1:320, ab115301, Vector Laboratories, 
Inc.）、抗ヒトActR IBウサギポリクローナル抗体

（1:480, ab64813, Vector Laboratories, Inc.）、抗
ヒトActR IIAマウスモノクローナル抗体（1:160, 
ab76940, Vector Laboratories, Inc.）、抗ヒトActR 
IIBウサギモノクローナル抗体（1:320, ab134082, 
Vector Laboratories, Inc.）。翌日、PBSにて洗浄後、
それぞれの一次抗体の免疫動物に応じて、以下の
二次抗体と反応させた（室温、30分）；抗ヤギIg 

（ImmPRESS Reagent Kit peroxidase, MP-7405, 
Vector Laboratories, Inc.）、抗ウサギIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7401, Vector 
Laboratories,  Inc.）、抗マウスIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7402, Vector 
Laboratories, Inc.）。PBSにて洗浄後、NovaRED

（SK-4800, Vector Laboratories, Inc.）を用いて顕
微鏡下で反応させ、免疫部位を可視化した。再度
PBSにて洗浄後、Mayer’s hematoxylinを用いてカ
ウンター染色し、エタノールにて脱水、キシレンに
て透徹し、封入材（MGK-S、松浪硝子工業株式会社）
を用いて封入した。ネガティブコントロールには
一次抗体の代わりにPBS-Tritonを用いた。さらに、
各組織サンプルに対してヘマトキシリン-エオジ
ン染色（HE染色）を実施した。

結果
　免疫組織化学的手法により検索したActRの4種
類（ActR IA、IB、IIA、IIB）全てに対して、子宮内膜上
皮細胞、子宮腺上皮細胞、胎盤栄養膜細胞、および
子宮平滑筋における染色性が、妊娠88日から335
日にかけて確認された（図1、代表として妊娠88日
および335日を示している）。全てのサンプルにお
いて染色部位に違いは確認されず、染色の強さに
ついても顕著な違いは認められなかった。一次抗
体を用いないコントロールは染色されなかった

（図1）。

考察
　本研究では免疫組織化学的手法によって、妊娠
馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎盤栄養膜、および子
宮平滑筋においてActR IA、IB、IIA、IIBの染色性が
確認され、これらの組織に4種類のActRが発現し
ていることが示唆された。つまり、これらの組織で
アクチビンの胎盤形成、ステロイドホルモン産生
分泌などの作用が発揮されていると考えられた。
これはウマの生殖器におけるActRの発現について
の初めての報告である。
　ActRはヒツジ[10]やラット[5]の子宮内膜、子宮
腺、栄養膜外胚葉に発現している。これらに基づく
と、本研究で確認されたウマの子宮内膜上皮、子宮
腺、胎盤栄養膜におけるActRの発現は十分に考え
られる結果である。本研究におけるActRの発現パ
ターンには、妊娠88日から335日にかけて顕著な
違いは認められず、アクチビンの作用調整には
ActRの発現パターンよりもリガンドの濃度の方が
より重要であると推察された。
　ヒトでは子宮胎盤組織からアクチビンAが産生

される[8、9、15]。妊娠25日のウマでは子宮内膜管
腔上皮および子宮腺上皮におけるアクチビンβA
サブユニットの発現が報告されている[26]。本研
究ではActRが子宮腺上皮に確認されたことから、
子宮腺にて産生されたアクチビンAは、同部位の
ActRに結合し、先行研究[10]で考察されているよ
うな子宮腺の発達制御に関与していると推察され
た。
　本研究ではActRの発現が胎子および母体胎盤に
て確認され、ウマの胎盤組織においてアクチビン
AがActRに結合し、妊娠150日までにおこる胎盤形
成[21]などの重要な作用を担っていることが推測
された。この推測は、ウマの子宮胎盤組織における
アクチビンβAサブユニットのmRNAが、妊娠後期
よりも妊娠中期に多いことをNorthern b lot  
analysisによって明らかにした先行研究[25]から
も支持される。しかし、ウマの妊娠130日から312
日にかけて、アクチビンβA鎖は子宮腺上皮に局
在しており、胎盤微小葉や胎子栄養膜、母体子宮内
膜組織には発現しない[2、25]。つまり、先行研究で
考察されているように[2]、アクチビンAは子宮腺
から組織内を拡散して胎盤組織のActRに結合する
可能性が考えられた。
　アクチビンAはヒトの胎盤においてプロジェス
テロンやエストラジオールの産生分泌を刺激する
[11]。ウマの胎盤は妊娠100日頃までプロジェス
テロン、妊娠後半にはエストロジェンの供給源と
なる[1]。この期間はウマの子宮腺にアクチビンβ
A鎖が発現する時期と一致しており[2、25]、子宮腺
由来のアクチビンAが胎盤のActRに結合し、ウマ
のホルモン産生分泌を刺激していると推察され
た。
　ヒトの局所的なアクチビンA[4]およびラットの
血中アクチビンA[6]は子宮平滑筋を標的とし、収
縮性を抑制する[4]。本研究では妊娠期間を通して
子宮平滑筋に4種類のActRが発現していたことが
確認され、アクチビンが妊娠期間中に子宮平滑筋
に作用し、オキシトシンによって刺激される[14]
子宮平滑筋の収縮性調整に関与しているものと推
論された。アクチビンはウシの黄体化顆粒膜細胞
におけるオキシトシン産生を抑制する[22]。ウマ
において、オキシトシンンは子宮内膜から産生さ

れるが[1、3]、アクチビンによるオキシトシン産生
抑制機構が子宮胎盤組織にも存在している可能性
はある。このようにアクチビンは、子宮平滑筋への
直接的作用およびオキシトシン産生抑制という間
接的作用を介して、子宮平滑筋の収縮性を抑制し
ていると推察された。
　アクチビンは主に、局所的に産生されオートク
ライン/パラクライン様式によって作用を発現す
る[7]。しかし、妊娠後期のヒトにおいて、アクチビ
ンは内分泌因子としての生物学的活性を持つと考
えられている[11]。ウマにおいても同様に、アクチ
ビンAはオートクライン/パラクライン因子とし
てのみではなく、妊娠後期には内分泌因子として
活性を持ち、本研究にて確認された子宮胎盤組織
のActRに結合している可能性が考えられる。子宮
腺に加え、ヒト[20]、ブタ[24]、ヤギ[23]、ラット
[16]の卵巣はアクチビンAの産生源として知られ
る。しかし、ウマのActRの局在性、アクチビンの産
生源、アクチビンの作用の関係性を考察するには
不明な点が多い。本研究では免疫組織化学的染色
のみを実施しており、ActRおよびアクチビンAサ
ブユニットを標的としたPCRやELISAなど、他の手
法を用いた追加研究が、本研究結果およびアクチ
ビンの作用メカニズムを確証するためには必要不
可欠である。
　結論として、妊娠馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎
盤栄養膜、および子宮平滑筋にActRのIA、IB、IIA、
IIBの4種類が妊娠期間を通して発現していること
が明らかとなり、子宮胎盤組織においてアクチビ
ンが作用していることが推察された。ウマの胚死
滅、流産、早産の予防法確立のためにさらなる研究
が望まれる。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

はじめに
　胎盤は妊娠中に発達する重要な内分泌器官であ
り[13]、胎子の発達を支えるエストロジェンや、子
宮の収縮性を抑えるプロジェステロンの分泌が知
られている[1、17]。近年、ウマを含む数種類の動物
において、アクチビンというホルモンが注目され
るようになってきた[2、9、11]。
　アクチビンとはトランスフォーミング増殖因子

（TGF）-βファミリーに属する糖タンパク質ホルモ
ンであり、2つのβサブユニットが結合して構成
され、主にアクチビンA（βA+βA）、アクチビンAB

（βA+βB）、およびアクチビンB（βB+βB）の3種
類に分類される[7、12]。ヒトにおいて、胚および子
宮胎盤組織から産生分泌されたアクチビンAは、
着床準備、胚および胎盤の発達、子宮の免疫反応の
調整などの妊娠維持に重要な作用を、オートクラ
イン/パラクライン様式にて担っている[8、9、11、

19]。
　アクチビン受容体（Activin Receptor：ActR）は、
細胞膜貫通型のセリン‐スレオニンキナーゼ活性
型の受容体で、主にActR IA、IB、IIA、IIBの4種類が
知られている[7、18、23]。アクチビンはまずII型受
容体に結合し、I型受容体を動員する。続いて、I型
受容体をリン酸化して活性型とし、細胞内シグナ
ルを伝達することでアクチビンの作用が発現され
る[7、18]。ウマの子宮胎盤組織において、アクチビ
ンAが産生分泌されている可能性が近年報告され
ているものの[2、25、26]、ActRに関する報告はな
されていない。
　ウマの繁殖において胚死滅および胎子喪失は非
常に大きな問題であり、これらを最小限に抑える
有効な方法の確立が望まれる。子宮胎盤機能を良
好に保つことは正常な妊娠を維持するためには必
要不可欠であることから、妊娠期の子宮胎盤機能

に関係するアクチビンの作用部位を解明すること
は臨床繁殖上、有用な研究と考えられる。本研究で
は子宮胎盤組織で重要な役割を担っているアクチ
ビンに注目し、ウマの子宮胎盤組織および子宮平
滑筋におけるActRの局在性を、免疫組織化学的手
法を用いて探索することを目的とした。

材料及び方法
動物：
　研究には北海道の日本中央競馬会（JRA）日高育
成牧場にて飼養されていた7頭の妊娠したサラブ
レッドを用いた（9‐20才、平均±標準偏差：
13.1±3.7才）。組織採取時の各馬の妊娠日数は
88、120、161、269、290、313、335日であった。な
お、最終交配日を妊娠0日と定義した。これらの馬
は健康体で安楽殺されたか、疝痛などの繁殖に関
係する疾患以外の理由により安楽殺された。安楽
殺はメデトミジン（5µg/kg）の静脈内投与後に、チ
オペンタールナトリウムおよび塩化スキサメトニ
ウムの混合物を過剰投与して実施した。子宮平滑
筋を含む子宮胎盤組織を即座に採取し、4%パラホ
ルムアルデヒドを用いて固定後、エタノールにて
脱水し、パラフィンに包埋した。本研究における安
楽殺および組織採取を含む研究計画は、JRA日高
育成牧場動物倫理委員会にて承認された。

免疫化学組織学的染色：
　包埋された組織を4µmに薄切し、スライドガラ
ス（MAS-GP type A、S9904、松浪硝子工業株式会
社、大阪、日本）上に乗せてプレパラートを作製し
た。免疫組織化学的染色はImmPRESS Reagent Kit

（Vector® Antigen Unmasking Solution H-3300, 
Vector Laboratories, Inc., CA, U.S.A.）を用いて実施
した。キシレンおよびエタノールを用いて脱パラ
フィン、再水和後、内因性ペルオキシダーゼを
0.3%H2O2/メタノールと反応させて失活させた

（室温、30分）。抗原は1%クエン酸緩衝液（Vector® 
Antigen Unmasking Solution H-3300, Vector 
Laboratories, Inc.）に浸漬し、オートクレーブ処理
して抗原を賦活化させ、リン酸緩衝液（PBS；
0.01M、pH7.4）にて洗浄した。2.5%Normal Horse 
S e r um（ImmPRESS  R e agen t  K i t ,  V e c t o r  

Laboratories, Inc.）を用いてインキュベートして
ブロッキング処理した後（室温、30分）、PBSにて洗
浄した。その後一次抗体を0.5% TritonX-100/PBS

（PBS‒Triton）で希釈したものと反応させた（一晩、
4℃）。使用した一次抗体および希釈倍率は以下の
とおりである：抗ヒトActR IAヤギポリクローナル
抗体（1:320, ab115301, Vector Laboratories, 
Inc.）、抗ヒトActR IBウサギポリクローナル抗体

（1:480, ab64813, Vector Laboratories, Inc.）、抗
ヒトActR IIAマウスモノクローナル抗体（1:160, 
ab76940, Vector Laboratories, Inc.）、抗ヒトActR 
IIBウサギモノクローナル抗体（1:320, ab134082, 
Vector Laboratories, Inc.）。翌日、PBSにて洗浄後、
それぞれの一次抗体の免疫動物に応じて、以下の
二次抗体と反応させた（室温、30分）；抗ヤギIg 

（ImmPRESS Reagent Kit peroxidase, MP-7405, 
Vector Laboratories, Inc.）、抗ウサギIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7401, Vector 
Laboratories,  Inc.）、抗マウスIg（ImmPRESS 
Reagent Kit  peroxidase,  MP-7402, Vector 
Laboratories, Inc.）。PBSにて洗浄後、NovaRED

（SK-4800, Vector Laboratories, Inc.）を用いて顕
微鏡下で反応させ、免疫部位を可視化した。再度
PBSにて洗浄後、Mayer’s hematoxylinを用いてカ
ウンター染色し、エタノールにて脱水、キシレンに
て透徹し、封入材（MGK-S、松浪硝子工業株式会社）
を用いて封入した。ネガティブコントロールには
一次抗体の代わりにPBS-Tritonを用いた。さらに、
各組織サンプルに対してヘマトキシリン-エオジ
ン染色（HE染色）を実施した。

結果
　免疫組織化学的手法により検索したActRの4種
類（ActR IA、IB、IIA、IIB）全てに対して、子宮内膜上
皮細胞、子宮腺上皮細胞、胎盤栄養膜細胞、および
子宮平滑筋における染色性が、妊娠88日から335
日にかけて確認された（図1、代表として妊娠88日
および335日を示している）。全てのサンプルにお
いて染色部位に違いは確認されず、染色の強さに
ついても顕著な違いは認められなかった。一次抗
体を用いないコントロールは染色されなかった

（図1）。

考察
　本研究では免疫組織化学的手法によって、妊娠
馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎盤栄養膜、および子
宮平滑筋においてActR IA、IB、IIA、IIBの染色性が
確認され、これらの組織に4種類のActRが発現し
ていることが示唆された。つまり、これらの組織で
アクチビンの胎盤形成、ステロイドホルモン産生
分泌などの作用が発揮されていると考えられた。
これはウマの生殖器におけるActRの発現について
の初めての報告である。
　ActRはヒツジ[10]やラット[5]の子宮内膜、子宮
腺、栄養膜外胚葉に発現している。これらに基づく
と、本研究で確認されたウマの子宮内膜上皮、子宮
腺、胎盤栄養膜におけるActRの発現は十分に考え
られる結果である。本研究におけるActRの発現パ
ターンには、妊娠88日から335日にかけて顕著な
違いは認められず、アクチビンの作用調整には
ActRの発現パターンよりもリガンドの濃度の方が
より重要であると推察された。
　ヒトでは子宮胎盤組織からアクチビンAが産生

される[8、9、15]。妊娠25日のウマでは子宮内膜管
腔上皮および子宮腺上皮におけるアクチビンβA
サブユニットの発現が報告されている[26]。本研
究ではActRが子宮腺上皮に確認されたことから、
子宮腺にて産生されたアクチビンAは、同部位の
ActRに結合し、先行研究[10]で考察されているよ
うな子宮腺の発達制御に関与していると推察され
た。
　本研究ではActRの発現が胎子および母体胎盤に
て確認され、ウマの胎盤組織においてアクチビン
AがActRに結合し、妊娠150日までにおこる胎盤形
成[21]などの重要な作用を担っていることが推測
された。この推測は、ウマの子宮胎盤組織における
アクチビンβAサブユニットのmRNAが、妊娠後期
よりも妊娠中期に多いことをNorthern b lot  
analysisによって明らかにした先行研究[25]から
も支持される。しかし、ウマの妊娠130日から312
日にかけて、アクチビンβA鎖は子宮腺上皮に局
在しており、胎盤微小葉や胎子栄養膜、母体子宮内
膜組織には発現しない[2、25]。つまり、先行研究で
考察されているように[2]、アクチビンAは子宮腺
から組織内を拡散して胎盤組織のActRに結合する
可能性が考えられた。
　アクチビンAはヒトの胎盤においてプロジェス
テロンやエストラジオールの産生分泌を刺激する
[11]。ウマの胎盤は妊娠100日頃までプロジェス
テロン、妊娠後半にはエストロジェンの供給源と
なる[1]。この期間はウマの子宮腺にアクチビンβ
A鎖が発現する時期と一致しており[2、25]、子宮腺
由来のアクチビンAが胎盤のActRに結合し、ウマ
のホルモン産生分泌を刺激していると推察され
た。
　ヒトの局所的なアクチビンA[4]およびラットの
血中アクチビンA[6]は子宮平滑筋を標的とし、収
縮性を抑制する[4]。本研究では妊娠期間を通して
子宮平滑筋に4種類のActRが発現していたことが
確認され、アクチビンが妊娠期間中に子宮平滑筋
に作用し、オキシトシンによって刺激される[14]
子宮平滑筋の収縮性調整に関与しているものと推
論された。アクチビンはウシの黄体化顆粒膜細胞
におけるオキシトシン産生を抑制する[22]。ウマ
において、オキシトシンンは子宮内膜から産生さ

れるが[1、3]、アクチビンによるオキシトシン産生
抑制機構が子宮胎盤組織にも存在している可能性
はある。このようにアクチビンは、子宮平滑筋への
直接的作用およびオキシトシン産生抑制という間
接的作用を介して、子宮平滑筋の収縮性を抑制し
ていると推察された。
　アクチビンは主に、局所的に産生されオートク
ライン/パラクライン様式によって作用を発現す
る[7]。しかし、妊娠後期のヒトにおいて、アクチビ
ンは内分泌因子としての生物学的活性を持つと考
えられている[11]。ウマにおいても同様に、アクチ
ビンAはオートクライン/パラクライン因子とし
てのみではなく、妊娠後期には内分泌因子として
活性を持ち、本研究にて確認された子宮胎盤組織
のActRに結合している可能性が考えられる。子宮
腺に加え、ヒト[20]、ブタ[24]、ヤギ[23]、ラット
[16]の卵巣はアクチビンAの産生源として知られ
る。しかし、ウマのActRの局在性、アクチビンの産
生源、アクチビンの作用の関係性を考察するには
不明な点が多い。本研究では免疫組織化学的染色
のみを実施しており、ActRおよびアクチビンAサ
ブユニットを標的としたPCRやELISAなど、他の手
法を用いた追加研究が、本研究結果およびアクチ
ビンの作用メカニズムを確証するためには必要不
可欠である。
　結論として、妊娠馬の子宮内膜上皮、子宮腺、胎
盤栄養膜、および子宮平滑筋にActRのIA、IB、IIA、
IIBの4種類が妊娠期間を通して発現していること
が明らかとなり、子宮胎盤組織においてアクチビ
ンが作用していることが推察された。ウマの胚死
滅、流産、早産の予防法確立のためにさらなる研究
が望まれる。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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で育成期の馬に対して長日処理を実施した結果、
性腺機能の早期賦活化や冬毛の脱毛を早め、さら
に筋肉量を増加させることが報告がされた[45、
50]。日本の馬生産や育成現場では、温暖な気候で
ある南国で育成された馬は、寒冷な気候である北
国で育成された馬よりも成長が早いことが一般的
に知られていた。Mizukamiら（2015）が宮崎と日
高における自然光下でのサラブレッド育成馬の成
長を比較した研究では、日高で育成された馬より
も宮崎で育成された馬の成長が早いことが報告さ
れている[45]。加えて、宮崎で育成した馬では、日
高で育成した馬に比べて、雄馬では精巣機能の早
期賦活化、雌馬では早期排卵が起こると報告され
た。
　本研究では、これまで明らかにされていない宮
崎で育成されるサラブレッド育成馬に対する長日
処理の効果を観察し、成長促進、性腺機能賦活化お
よび被毛変化について明らかにすることを目的と
した。結果は、日高で育成された育成馬と比較し、
併せて育成馬に対する長日処理の効果のメカニズ
ムを明らかにする目的で、内分泌学的変化を観察
した。

材料および方法
供試馬
　成長と性腺機能の評価に関する研究には、北海
道と青森県で生まれた48頭のサラブレッド種を
用いた。実験に際しては、2群に分けて、24頭（雄12
頭、雌12頭）を温暖な気候のJRA宮崎育成牧場

（31°90’Ｎ, 139°42’E）、残りの24頭（雄12頭、雌
12頭）を寒冷な気候のJRA日高育成牧場（42°17’
Ｎ, 142°72’E）で1歳の8月下旬から2歳の4月ま
で飼育した。実験開始時、供試馬は19ヶ月齢～
22ヶ月齢であった。

長日処理
　馬房（3.6 x 3.6m）の天井に100ワットの白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。照明の強さは、馬の顔の位
置で約100ルックスとした。長日処理は、1歳の12
月20日から2歳4月10日までの4ヶ月間、宮崎育成
牧場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12

頭（雄6頭、雌6頭）に実施した。残りの宮崎育成牧
場の12頭（雄6頭、雌6頭）と日高育成牧場の12頭

（雄6頭、雌6頭）は対照群として自然光下で飼育し
た。

被毛の評価
　被毛の評価に関する研究には、宮崎育成牧場（長
日処理群の雄12頭、雌49頭と、対照群の雄12頭、
雌12頭）と日高育成牧場（長日処理群の雄48頭、雌
49頭と、対照群の雄12頭、雌12頭）で飼育された
計206頭を用いた。

採血
　1歳の11月から2歳の4月まで、9時から12時ま
での間に月1回頸静脈からヘパリン加採血管を用
いて約10mL採血した。血漿は測定まで-20℃で保
存した。

成長の指標
　成長の指標として、体重（Weight）、体高（Height）、
胸囲（Girth）および管囲（Cannon）を1歳の12月か
ら2歳の4月まで1ヶ月に1回測定した。成長を比較
する目的で、4種類の指標の増加率（4月の値/12月
の値x100）を算出した。

被毛の評価
　被毛の評価は2歳の3月に行い、3名の評価者が
全ての馬を長日処理の有無を知ることなく無作為
に評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点し、平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）および 卵
胞刺激ホルモン（FSH）は、馬用二抗体法ラジオイ
ムノアッセイによって測定した[17]。プロラクチ
ンの測定には、第一抗体として抗馬プロラクチン
血清（AFP-261987）、標識用および標準ホルモン
として精製馬プロラクチン（AFP-8794B）を用い
た。LH の測定には、第一抗体として抗馬LH血清

（AFP-2405080）、標識用および標準ホルモンとし
て精製馬LH (AFP-50130A)を用いた。FSH の測定

には、第一抗体として抗馬FSH血清（AFP-2062096）、
標識用および標準ホルモンとして精製馬FSH 
(AFP-5022B) を用いた。測定内および測定間変動
は、プロラクチンが7.1% と 9.8%、LHが 12.6% と
15.1%、FSHが 4.9% と 12.2% であった。
　インスリン様成長因子1（IGF-1） は、ヒト用二抗
体法ラジオイムノアッセイによって測定した
[14 ]。第一抗体には、抗ヒトIGF - 1血清(AP  
4892898)、標識用および標準ホルモンとして精製
ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内および
測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[57]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[26]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[25]、抗エストラジオール-17β 血
清（GDN 244）[41]を用いた。測定内および測定間
変動は、プロジェステロンが 7.3% と14.3% テス
トステロンが 6.3% と7.2% およびエストラジ
オール-17βが 6.7% と17.8% であった。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/mL以
上の値を示した日の1週間前の日を、初回排卵日
と判断した[44、46]。

統計処理
　血中ホルモン濃度は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。2点間の比較には、F-test の後Student’s  
t-testを用いた。分散が均一でない場合にはWelch
のt-testを用いた。ホルモン濃度の比較には、二元
配置の分散分析の後post-hoc テスト（Bonferroni 
post test）を用いた。P < 0.05 で統計的に有意と判
定した。

結果
宮崎育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1aに示した。体
重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管
囲（Cannon）のいずれの増加率も、長日処理群と対
照群の間で有意差は認められなかった。長日処理

群と対照群の1歳11月から2歳4月におけるプロラ
クチン、LH、FSH、IGF-1、テストステロンおよびエ
ストラジオール-17βの血中濃度の変化を、Fig.2
に示した。血中プロラクチン濃度は、長日処理群で
は12月から上昇を開始し、2月に急上昇した。血中
プロラクチン濃度は、12月から4月まで長日処理
群が対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.2a）。血中LH濃度は、長日処理群では、11月か
ら4月まで基底値（0.16～0.54ng/mL）のままで推
移した。対照群では、1月以降上昇したが両群間に
有意差は認められなかった(Fig.2b)。血中FSH

（Fig.2c）及びテストステロン濃度（Fig.2e）は、4月
には長日処理群が対照群と比べて有意な低値を示
したが、他の月では両群間に有意差は認められな
かった。血中IGF-1濃度は、11月から4月まで、対照
群が高い傾向を示したが、両群間に有意差は認め
られなかった（Fig.2d）。血中エストラジオール-17
β 濃度は、1月から4月まで対照群が高い傾向を示
したが、両群間に有意差は認められなかった

（Fig.2f）。

宮崎育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.1bに示した。体
重と管囲の増加率は、長日処理群が対照群よりも
有意な高値を示した。結果はFig.には示していない
が、2月では、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）の全て
において長日処理群が対照群より有意な高値を示
した。長日処理群と対照群の1歳11月から2歳4月
におけるプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェ
ステロンおよびエストラジオール-17βの 血中濃
度の変化を、Fig.3に示した。血中プロラクチン濃
度は、1月と2月には長日処理群が対照群と比較し
て有意に高い値を示したが、4月には対照群の方
が有意に高い値を示した（Fig.3a）。血中LH濃度は、
対照群では4月まで基低値で推移したが、長日処
理群では1月から上昇が認められた。2月以降は長
日処理群が高い値を示したが、個体差が大きく両
群間に有意差は認められなかった（Fig.3b）。血中
FSH濃度は、3月と4月に長日処理群が対照群より
有意に高い値を示した（Fig.3c）。血中IGF-1濃度は、

両群間で有意差は認められなかった（Fig.3d）。血
中プロジェステロン濃度は、両群とも11月から1
月まで基低値を示したが、対照群が長日処理群よ
りも有意に高い値を示した。2月には、長日処理群
の数頭で血中プロジェステロン濃度が上昇し、3
月と4月にも高値を示したが、対照群は4月まで基
底値のままであった。2月以降、長日処理群の血中
プロジェステロン濃度が対照群よりも明らかな高
値を示したが、個体差が大きく有意差は認められ
なかった(Fig.3e、Fig.4ab)。血中エストラジオール
-17β 濃度は、対照群では2月から上昇を示した
が、長日処理群では1月には高値を示し、4月まで
高値を維持した。11月、1月と2月には、長日処理群
が対照群よりも有意な高値を示した（Fig.3f）。初回
排卵の時期については、Fig.4に示した個体ごとの
血中プロジェステロン濃度の変化によって推定し
た。対照群では6頭中2頭（33.3％）のみが4月以前
に排卵したが（Fig.4a）、長日処理群では6頭中5頭

（83.3％）が排卵した（Fig.4b）。

日高育成牧場で飼育した雄育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5aに示した。長
日処理群における体重と体高の増加率が、対照群

よりも有意に高い値を示した（Fig.5a）。
　長日処理群と対照群におけるプロラクチン、
LH、FSH、IGF-1、テストステロン、エストラジオー
ル-17βの 血中濃度の1歳9月から2歳4月までの
変化をFig.6に示した。血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月から4月の間に上昇したが、長日処
理群は1月から上昇し始め4月まで高値を示した。
1月と2月には長日処理群が対照群と比較して有
意な高値を示した(Fig.6a)。血中LH濃度は、対照群
では4月まで低値で推移したが、長日処理群では1
月から4月にかけて上昇が認められた。しかし、両
群間に有意差は認められなかった(Fig.6b)。血中
FSHおよびIGF-1濃度は、長日処理群で高い傾向を
示したが、両群間で有意差は認められなかった
(Fig.6c、6d)。血中テストステロン濃度は、対照群で
は3月から上昇したが、長日処理群では1月から急
激に上昇して4月まで高値を維持した。しかし、個

体差が大きいため、両群間に有意差は認められな
かった（Fig.6e）。血中エストラジオール-17β 濃度
は、対照群では2月から4月にかけて緩やかに上昇
したが、長日処理群では1月から上昇し始め、3月
には対照群と比較して有意な高値を示した

（Fig.6f）。

日高育成牧場で飼育した雌育成馬
　4つの成長指標の増加率を、Fig.5bに示した。長
日処理群では、体高の増加率が対照群よりも有意
に高い値を示した（Fig.5b）。長日処理群と対照群
のプロラクチン、LH、FSH、IGF-1、プロジェステロ
ン、エストラジオール-17βの血中濃度の1歳9月
から2歳4月までの変化を、Fig.7に示した。血中プ
ロラクチン濃度は、対照群では3月から緩やかに
上昇したが、長日処理群では1月から上昇し、4月
まで高値を維持した。1月と2月には、対照群と比
較して有意な高値を示した（Fig.7a）。血中LH濃度
は、対照群では4月から上昇したが、長日処理群で
は2月から上昇が認められた。長日処理群におけ
る個体差が大きいため、両群間に有意差は認めら
れなかった（Fig.7b）。血中FSH濃度は、両群とも12

月からわずかに上昇したが、対照群では4月まで
低値を維持した。長日処理群は2月から再び上昇
し、3月には対照群と比較して有意な高値を示し
た(Fig.7c)。血中IGF-1濃度は、両群間で有意差は認
められなかった(Fig.7d)。血中プロジェステロン濃
度は、対照群では4月から上昇する傾向を示した
が、長日処理群では2月から上昇した。しかし、長
日処理群における個体差が大きいため、両群間に
有意差は認められなかった(Fig.7e)。血中エストラ
ジオール-17β 濃度は、対照群では3月から上昇し
たが、長日処理群では1月から上昇し、4月まで高
値を維持した。両群間に有意差は認められなかっ
た（Fig.7f）。初回排卵の時期については、Fig.8に示
した個体ごとの血中プロジェステロン濃度の変化
によって推定した。対照群では6頭中2頭（33.3％）
が4月以前に排卵したが、長日処理群では2月から
排卵し、6頭全頭（100％）が4月以前に排卵した

（Fig.8）。

被毛の変化
　2歳の3月(長日処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.9に示した。
　また、各群の被毛の評価点の平均値を、Fig.10に
示した。宮崎（雄Fig.9A；雌Fig .9C）と日高（雄
Fig.9E；雌Fig.9G）における対照群では、冬毛が残っ
ていたが、長日処理群の雄（宮崎Fig .9B；日高
Fig.9F）と雌（宮崎Fig.9D；日高Fig.9H）では冬毛の
脱毛が進んでいた。被毛の評価点は、日高の雄

（Fig.10A）と雌（Fig.10B）、宮崎の雄（Fig.10C）と雌
（Fig.10D）において、長日処理群が対照群と比較し
て有意な高値を示した。

考察
　本研究では、宮崎で育成したサラブレッド育成
馬に初めて長日処理を実施し、成長、内分泌機能、
性腺機能および被毛の変化を日高で育成した馬と

比較した。本研究の結果から、日本の南に位置する
温暖な気候の宮崎と、北に位置する寒冷な気候の
日高で育成した馬に対する長日処理の効果の違い
が明らかとなった。長日処理による成長促進と性
腺機能の促進効果は、日高で育成した馬では、雌雄
馬共に認められた。しかし、宮崎で育成した馬で
は、雌では長日処理による成長促進と性腺機能の
促進効果が認められたが、雄には長日処理の明ら
かな効果は認められなかった。
　成長促進効果については、日高においては、長日
処理群が自然光下で育成した対照群よりも、雄で
は体重と体高、雌では体高が増加した。宮崎におい
ては、雌では体重と管囲が対照群と比べて長日処
理群で増加した。さらに、宮崎で育成した雌の2月
における増加率は、4項目（体重、体高、胸囲、管囲）
全てにおいて、対照群と比べて長日処理群で増加
した。しかし、雄馬では、いずれの成長項目でも長
日処理の効果は認められなかった。
　性腺機能促進効果については、長日処理は日高
で育成した雌雄馬および宮崎で育成した雌馬の性
腺機能を促進することが明らかとなった。雄馬で

は精巣からのホルモン分泌量の増加が認められ、
雌馬では初回排卵の早期化が起こった。本研究の
結果から、長日処理は繁殖雌馬と同様に育成馬に
対しても性腺機能の促進効果を持つことが明らか
となった[7、23、53]。しかし、宮崎で育成した雄馬
では、成長および性腺機能に対する長日処理の効
果は認められなかった。その理由は、現時点では明
らかではない。
　日高と宮崎において、自然光下で育成した雌雄
サラブレッドの成長を比較した我々の過去の研究
から、雌雄ともに宮崎で育成した馬が日高で育成
した馬より成長が促進される事実が明らかになっ
た[45]。動物の成長速度には限界があるため、宮崎
で育成した雄馬は自然光下で、既に限界に近いス
ピードで成長を遂げていることから、長日処理を
実施しても体重、体高、胸囲、管囲のさらなる成長
促進は認められなかった可能性が示唆された。宮
崎で育成した雄馬における長日処理の効果につい
ては、さらなる研究が必要である。しかし、プロラ
クチン分泌量は、宮崎で育成した雄馬でも明らか
に増加した。この事実は、宮崎と日高で育成した馬
に対して、増加したプロラクチンが何らかの生理
学的作用を有していることを示す結果である。本
研究において被毛の変化を観察した結果から、日
高で育成した雌雄馬と同様に、宮崎で育成した雌
雄馬でも長日処理により冬毛の脱毛が進んでいる
ことが明らかとなった。
　内分泌の変化に関しては、長日処理でプロラク
チン分泌の時期が早まり、分泌量も増加すること
が宮崎と日高のいずれの地域で育成した雌雄馬共
に誘導される事実が明らかとなった。日高で育成
した馬における長日処理の効果は、過去の研究と
同様であった[42,50]。プロラクチン分泌は、多く
の動物で日照時間に比例して増加し、様々な生理
作 用 を 発 揮 す る 事 実 が 報 告 さ れ て い る
[5,6,12,16,17,24,27]。プロラクチンの生理作用と
しては、冬毛の換毛と営巣行動の促進が報告され
ている[18-20,58,59]。プロラクチンのレセプター
は、骨端の成長板に発現しており、プロラクチンは
授乳中のラットの脛骨を伸長させることが報告さ
れている[54]。また、プロラクチンは腸からのカル
シウム吸収を促進させることが報告されている

[9,10,55]。さらに、プロラクチンは、副腎からの糖
質コルチコイドの分泌を促進し[32-36]、免疫機能
を増強させて胃潰瘍を予防する[2]などの作用が
あることから、近年ではアンチストレスホルモン
として注目を浴びている[56]。
　プロラクチンの性腺機能に関しては、プロラク
チンは、馬の卵巣機能に対して全身的および局所
的な作用で卵巣機能に重要な生理学的役割を果た
していることが報告されている[37、38、51]。ま
た、プロラクチンとドーパミンのレセプターが、馬
の卵巣組織に存在することが報告されている

「37-39」。さらに、プロラクチンは、プロラクチン
自身のレセプター数を増加させ、ミンクの黄体細
胞のLHレセプター数を増加させる作用が報告さ
れている[21]。プロラクチンは、雄の生殖にも重要
なホルモンであり、多くの動物において、ステロイ
ドホルモンの生合成、生殖子形成、性行動などにお
ける作用が報告されている[3]。雄馬および去勢馬
で、長日期に血中プロラクチン濃度が上昇するこ
とが報告されている[16]。ヒト、クマおよびシカの
精巣や副生殖腺でプロラクチンレセプターの発現
が報告されている[28-31]。クマやゴールデンハム
スターでは、繁殖期に精巣のプロラクチンレセプ
ター数が増加することが報告されている[4、30、
40]。これらの事実は、プロラクチンが動物の生殖
腺や副生殖腺に重要な生理作用を有している事を
示していると解釈されている。
　IGF-1は、成長ホルモンにより分泌が促進され、
身体の成長を促すホルモンである。主に肝臓から
分泌される[15]。IGF-1は、体内での半減期が長く
日内変動がないので、成長に関する内分泌状態を
調べる良い指標である[8]。馬の精巣にIGF-1と
IGF-1レセプの局在が認められることが報告され
ているが[60]、本研究では、長日処理によって、宮
崎と日高のいずれで育成された馬においても
IGF-1の血中濃度に有意な変化は認められなかっ
た。
　本研究において、長日処理は、日高で育成した雌
雄馬および宮崎で育成した雌馬で、下垂体からの
2つの性腺刺激ホルモン（LHとFSH）の分泌を促進
させることが明らかとなった。その結果として、日
高で育成した雄馬では、長日処理によって精巣か

らのテストステロンとエストラジオール-17βの
分泌量が増加した。また、日高と宮崎で育成した雌
馬では、卵巣からのエストラジオール-17βとプロ
ジェステロン分泌が増加した。
　雌馬では、エストラジオール-17βは成熟卵胞か
ら分泌され、プロジェステロンは黄体から分泌さ
れる[44,46]。本研究では、長日処理によって雌馬
の下垂体からLHとFSH分泌が促進され、このLHと
FSHによって卵巣では卵胞の成熟が促進して、そ
の結果として排卵時期が早まったと解釈された。
また、雄馬では、分泌が増加したLHとFSHによって
精巣のライディッヒ細胞とセルトリ細胞からテス
トステロンとエストラジオール-17βの分泌が刺
激され、結果として精子形成が促進されたと解釈
された。本研究におけるホルモン測定の結果に基
づくと、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌は、
雌雄ともに長日処理開始後約1ヶ月の1月後半か
ら増加した。この結果から、視床下部－下垂体軸に
対する長日処理の効果が発揮されるまでに約1ヶ
月が必要であることが明らかとなった。自然光下
で育成されている多くの雌馬では、発情と排卵は
2歳の4月以降に起こる。したがって、本研究にお
いて、1歳の12月から行った長日処理は、繁殖雌馬
と同様に育成馬においても、約2ヶ月早く排卵を
誘発することが明らかとなった。
　雄馬においては、精巣のライディッヒ細胞がテ
ストステロンだけでなく大量のエストラジオール
-17βを分泌することが報告されている[47-49]。
テストステロンは、雄馬の副生殖腺の成長を促し、
精子形成を刺激する。また、テストステロンは、脂
肪異化を促しトリグリセリドの蓄積を阻害する。
結果的に、体脂肪の蓄積を減少させる[1]。テスト
ステロンは、蛋白質同化作用を持っており、筋肉量
を増加させる[22]。さらに、骨に直接作用してエス
トラジオール-17βへと変換され、骨形成を促す
[11,44,52]。エストラジオール-17βは、雌馬の成
熟卵胞の顆粒層細胞から分泌される[44,46]。エス
トラジオール-17βは、発情を誘起し、子宮内膜の
成長、子宮腺の発達、および子宮と膣の粘液分泌を
促すことで受精･着床の準備を行うホルモンであ
る。また、エストラジオール-17βの骨への作用は、
骨成熟を促し骨密度の増加を促進することが知ら

れている。エストラジオール-17βは、脂肪代謝を
高め、体脂肪蓄積を減少させる[13]。
　本研究の結果を要約すると、日本で自然光の下
で飼育されたサラブレッド1歳馬の成長は、寒冷
な気候の日高と比べて温暖な気候の宮崎で育成す
る方が優れていることが明らかとなった[45]。し
かし、日高においても長日処理を実施して日照時
間を延長した環境で育成することにより、成長、性
成熟や冬毛の脱毛を促進することが可能である。
また、宮崎においても長日処理を実施することに
より、雌馬では、成長、性成熟や冬毛の脱毛を促進
することが可能であることが明らかになった。長
日処理を行った育成馬における、筋肉や脂肪、およ
び心肺機能への影響については、今後さらなる研
究が必要である。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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緒論
　競走馬は、一定レベルまでの馬体の成長が望ま
れる。馬生産現場では、長日処理が繁殖季節を早

め、自然環境下より早く受胎させて出産時期を早
めることが可能なことから、繁殖雌馬に用いられ
ている。近年、日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場

研究レポート

中村航介1）・瀧本彩加2, 3）・長谷川寿一1, 4）

背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、

要旨

　古くからヒトは様々な動物を家畜化してきた。特に、イヌやウマは伴侶動物としてもヒトと密接な関
係を築いてきた。近年では、ウマはスポーツや使役のみならずセラピーアニマルとしても活躍してお
り、それに関わる人の安全や調教への応用・ウマの福祉の向上のためにウマの認知に関する知見が必要
とされている。これまでの研究から、ウマの対人認知については、親しい人を見た目（視覚的刺激）と音
声（聴覚刺激）の情報を組み合わせてクロスモーダルに認識することや、ヒトの笑顔よりも怒り顔に対
して身構えることがわかってきている。これらの知見から、ウマはヒトが表出した感情も視覚と聴覚を
組み合わせてクロスモーダルに認知している可能性が考えられるが、これまで検討は行われていな
かった。そこで本研究では、ウマが視覚と聴覚を用いてクロスモーダルにヒトの感情の認知を行うこと
ができるかを、期待違反法を用いて実験的に検討した。もし、クロスモーダルな感情認知が可能であれ
ば、表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）で異なる感情価の刺激を呈示した際に、期待違反が生じ、その違
和感が行動・生理指標に反映されると予測した。また、親しい人の識別がクロスモーダルに可能である
という先行研究の結果に加え、ウマは親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを直接豊富に
とっているため、親しい人の表情と声の組み合わせを学習していると考えられる。したがって、その組
み合わせの連合が強く生じているので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマの担当者）に対し
て期待違反がより大きく生じると予測した。実験では、ウマに対し、そのウマの飼育・調教担当者または
未知者の表情（笑顔または怒り顔）をウマの前に置いたスクリーンに30秒間呈示した。表情の呈示終了
から15秒後に、スクリーンの前にあるスピーカーから、表情と同じ感情価（一致条件）または異なる感情
価（不一致条件）の音声（参加個体のウマの名前を3回呼ぶ、褒めるトーンの声と叱るトーンの声）を再生
した。その結果、スピーカーの方を注視した時間は、担当者条件でのみ、一致条件でよりも不一致条件で
有意に長くなった。また、スピーカーの方を注視するまでの反応時間は、親密性に関わらず、一致条件よ
りも不一致条件において有意に短かった。つまり、ウマは表情と音声の感情価が異なるときに、より素
早く反応した。本研究の結果は、ウマが親密な担当者だけではなく未知者に対してもヒトが表出した感
情の認知を表情と声を関連づけてクロスモーダルに行うことを示唆している。
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ウマにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知
−ウマはヒトの感情を読みとる際にその表情と音声を関連づけるか？−
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、

図1　表情の例
Aは担当者（男性）、Bは未知者（男性）、Cは担当者（女性）、Dは未
知者（女性）
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、

図2　実験スペースの様子
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、

図3　ウマのスピーカーへの注視時間
（エラーバーは標準誤差を示す）

図4　ウマがスピーカーの方を注視するまでの反応
　　   時間
（エラーバーは標準誤差を示す）
対数変換したデータを示している。

図5　音声再生前後のウマの平均心拍数の差
（エラーバーは標準誤差を示す）
音声再生直後15秒間のウマの平均心拍数から直前15秒間のウ
マの平均心拍数を引いた差分のデータを示している。
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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セラピーアニマルとしても活躍の幅を広げてい
る。このように活躍の幅を広げる中で、大型動物で
あるウマを扱うには常に危険が伴うにもかかわら
ず、ウマの扱いに長けていない人がウマと触れ合
うような場面が日常的になってくることが想定さ
れる。ウマとヒトがお互いのシグナルをどのよう
に認知し、コミュニケーションを図っているのか
を科学的な根拠をもとに知ることは、お互いによ
り良い関係を築き、人馬の安全を向上するうえで
大いに役に立つだろう。また、そのような研究から
得られた知見を活かしたトレーニングや調教はウ
マの福祉の向上にも役立つと考えられる2。しか
し、大型動物であるウマの行動制御が難しいこと
や、研究対象個体数を十分に確保するための複数
の実験場所で実験実施に伴う実験環境の統制の難
しさから、ウマの認知に関する科学的研究・調査は
不足しているのが現状である3。
　ただし、最近ではヒトとウマのコミュニケー
ションに関する研究が徐々に増えてきている。例
えば、ウマがヒトの表情の意味を理解しているか
どうかについては、Smith, Proops, Grounds, 
Wathan, & McComb（2016）が研究している。彼ら
は、ウマにヒトの表情の写真刺激を呈示し、ウマは
ヒトの笑顔と怒り顔を区別すること、また怒り顔
が呈示された際に心拍数が最高値に達する時間が
より短くなることを示した4。この結果は、ウマが
ヒトの怒り顔に対してより身構えて緊張すること
を示しており、ウマに別のウマの表情刺激を呈示
した際の結果5とも一致している。したがって、ウ
マ同士のコミュニケーションにおける表情からの
感情認知と同様のメカニズムがヒトとのコミュニ
ケーション時にも機能していることが推測されて
いる。
　一方で、通常のウマ同士のコミュニケーション
が行われる場面では、視覚だけでなく聴覚も重要
な役割を果たしている6。ウマは嘶き（いななき）と
いう特有の音声を持っている。嘶きにはネガティ
ブな感情やポジティブな感情が反映される7, 8こと
や、その異なる感情が反映された音声に対応した
反応をウマが示すことも明らかになっている9。こ
のことはウマ同士が音声によって感情情報をやり
とりする可能性を示唆している。

　また、ウマおける視聴覚の情報の統合について
の研究も行われている。Proops, McComb, & Reby

（2008）は、ウマに対して、群れの仲間の個体A（個
体A）が目の前を歩いていき、障壁の向こう側に隠
れる様子（視覚刺激）を見せた。その後、その障壁の
後ろに設置したスピーカーから、直前に障壁の後
ろに隠れるのを見せた個体Aまたは別の個体の音
声（聴覚刺激）を再生し、ウマの反応を測定した。そ
の結果、別の個体の音声が再生された際には、直前
に障壁の後ろに隠れるのを見た個体と同一個体の
音声が再生されたときに比べ、スピーカーの方を
注視している時間が有意に長くなり、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間が有意に短くなる
ことがわかり、期待違反が生じたことが確認され
たのである10。このことから、ウマが同じ群れの同
種個体に対して視覚と聴覚をクロスモーダルに組
み合わせて個体識別を行うことが明らかになっ
た。また、Proops & McComb（2012）やLampe & 
Andre（2012）は、このウマにおける視覚と聴覚の
クロスモーダルな識別が、ウマに対してだけでは
なく、普段慣れ親しんでいるヒトに対してもなさ
れることを示している11, 12。したがって、ウマは日
常的に他者の識別に視聴覚の情報を組み合わせて
社会的なシグナルとして利用していることが考え
られる。
　以上の先行研究を踏まえると、ウマはヒトとの
コミュニケーションの中で感情に伴う表情や音声
を組み合わせて社会的なシグナルとして活用して
きた可能性が十分に考えられる。本研究では、期待
違反法を用いて、表情と音声の感情価の一致・不一
致、また、刺激となるヒトとの親密さの違いがウマ
の行動や心拍数に与える影響を調べることで、ウ
マにおけるクロスモーダルなヒトの感情認知につ
いて検討した。なお、期待違反法はもともとヒト乳
児の認知発達を調べるために考案された手法であ
る。まず実験対象の動物に、ある刺激 A（例：ヒトの
笑顔）を見せる。次に、その刺激から期待される刺
激 B（例：ヒトの褒める声）または期待に反する刺
激 C（例：ヒトの叱る声）を聞かせる。もし動物が刺
激 A（笑顔）から刺激 B（褒める声）を期待するなら
ば、刺激 C（叱る声）が聞こえてきた際に、その期待
が裏切られたことによって驚くことが予想され

る。この「えっ？」という違和感を捉える方法が、期
待違反法である。このような場合、期待違反から生
じる違和感から、期待通りの刺激 B（褒める声）よ
りも刺激 C（叱る声）に対する動物の注視が素早く
生じたり、長くなったりすると予測される。本研究
では、スクリーンにヒトの表情を呈示した後、スク
リーンの前にあるスピーカーからそのヒトの音声
を再生した。ウマが表情と音声をクロスモーダル
に関連付けてヒトの感情を認知できているなら
ば、表情と音声で異なる感情価の刺激を呈示した
際に期待違反が生じることとなる。したがって、表
情と音声の感情価が一致しているときよりも不一
致のときに、音声再生後にウマがスピーカーの方
を注視する時間が長くなり、スピーカーの方を注
視するまでの反応時間が短くなり、心拍数が音声
再生の直前に比べて上昇すると予測した。また上
述のように、親しい人の識別がクロスモーダルに
可能であるという先行研究の結果に加え、ウマは
親しい人とは感情を含んだコミュニケーションを
直接豊富にとっているため、親しい人の表情と声
の組み合わせを学習していると考えられる。した
がって、その組み合わせの連合が強く生じている
ので、普段よく接している親しい人（馬術部のウマ
の担当者）に対して期待違反がより大きく生じる
と予測した。

方法
参加個体
　東京大学馬術部のウマ（Equus caballus）9頭と東
京農工大学馬術部のウマ10頭の計19頭（セン馬が
18頭、牝馬が1頭、平均年齢14 ± 6.2歳）が実験に
参加した。

刺激
　刺激としては、各ウマの飼育・調教担当者（参加
個体の日常の手入れ、騎乗、接触回数が多い者；以
下担当者）と未知者（参加個体が会ったことのない
人）から表情（視覚刺激）と音声（聴覚刺激）をそれ
ぞれ収集した。未知者の性別は担当者の性別と対
応させた。担当者は男性が7名、女性が11名であっ
た。女性のうち1名は2頭担当馬がいたため、表情
は同一のものを使用し、音声は2頭分収集した。

表情（視覚刺激）
　表情はデジタルカメラ（A3300、SONY）を用い
て撮影した。ポジティブな刺激として笑顔を、ネガ
ティブな刺激として怒り顔を、正面から撮影した。
笑顔、怒り顔については、Ekman, Friesen, & Hager 
(1978)13に基づいてモデル（担当者と未知者）に表
出してもらい、撮影した。
　撮影した表情は、Adobe Photoshop Element 12
を用いて編集した。縦幅は頭頂部から顎、横幅は左
右の耳の幅となるようにトリミングした後、高さ
が1500pixelとなるようにサイズ変更した。編集後
の横幅は1000pixel程度となるようにトリミング
を調整した。また、背景は白で塗りつぶした。図1
は刺激となる表情の例を示している。
　表情はプロジェクター（V-1080 PlUSVision）を
用いてスクリーンに呈示した。スクリーンに呈示
した際の刺激サイズはA3サイズ（42 × 29.7 cm）
程度であった。これはSmith et al.（2016）4の研究
で使用されている刺激サイズを参考にした。

音声（聴覚刺激）
　 音 声 は S A N Y O リ ニ ア P C M レ コ ー ダ ー

（ICR-PS501RM）を用いてデジタル録音した。ポジ
ティブな刺激として褒める声（高めの声でやさし
く呼びかける声）を、ネガティブな刺激として叱る
声（低めの声で厳しく呼びかける声）を録音した。
どちらの刺激についても、ウマの普段の呼び名を
3回呼んでもらった。
　録音した音声はパーソナルコンピュータに出力

し、SoundEngine ver.5.21を用いて編集した。各刺
激は呼び名がそれぞれ1秒のブランクを挟んで3
回連続で再生されるように編集した。編集後の刺
激の長さは、ウマの呼び名の長さによって異なっ
たが、4秒から8秒程度であった。刺激はウマから
1.3mの距離にあったスピーカー（SoundLink 
Mobile II Leather BOSE）から再生した。スピー
カーから再生した音声の大きさは約67 ± 2.1dB
であった。

実験環境
　東京大学馬術部のウマは東京大学馬術部の厩舎
の空き馬房で、東京農工大学馬術部のウマは東京
農工大学馬術部の厩舎内の空スペースで実験をお
こなった。空き馬房・空スペースから実験とは関係
ない敷料などを取り除き、入口とは反対側の扉を
開けてビニール段ボールで仕切りを作った部屋を
実験スペースとした。
　図2は実験スペースの配置を示している。実験
スペースの大きさは、東京大学馬術では3.2 × 2.4 
× 3.7m、東京農工大学馬術部では3.0 × 3.0 × 
4.5 mであった。スクリーンは馬房から1.3mの場
所に配置し、その手前にスピーカーを設置した。実
験の様子は前方、後方、斜め前の3ヶ所からビデオ
カメラ（うち2台はHDC-TM25 Panasonic、残りの1
台はHDR-XR350 SONY）を用いて撮影した。

参加個体の準備
　ウマ用のベルトを用いて心拍計（M800  
POLAR）を参加個体に装着した後、心拍数が落ち
着くまで待機させた。受信機は参加個体の無口頭
絡（ハミのついていない頭絡。手入れ時などに用い
られる）の顎の裏に装着し、ウマの横に位置する実
験補助者が確認できるようにした。

手続き
　全体の手続きはLampe & Andre (2012)12を参考
にした。実験者と実験補助者は著者と実験補助の
馬術部員が担当した。実験者はパソコンを操作し、
実験補助者は参加個体を実験スペースに連れてい
き、試行の間参加個体の横に立っていた。
　まず、実験補助者が参加個体を実験スペースに
入れて、参加個体の顔をスクリーンの方へ向けた
後、安静時の心拍数（28 ~ 40 bpm）14になって5秒
程度安定するか、心拍数が10秒間変わらなくなる
まで待った。その後、実験補助者が心拍の記録を開
始し、試行を開始した。このとき、実験者は実験補
助者の合図に合わせて刺激呈示用のパーソナルコ
ンピュータ（SONY製）を操作して、以下の刺激呈示
を自動でおこなった。まず試行開始から15秒後に
スクリーンに表情を呈示した。表情を30秒間呈示
し、15秒間のブランクを挟んで音声を再生した。
音声の再生開始から15秒後までを区切りとし、こ
こまでを1試行とした。
　試行の間、実験者は正面のビデオカメラで、参加
個体および実験補助者に危険が生じていないこと
を確認した。また、実験補助者は曳き手を持ったま
ま参加個体の横に立ち、スクリーンに呈示される
表情をウマに確実に見せるために表情が呈示され
るまではウマがスクリーンの方を向くように曳き
手を操作した。表情の呈示が始まってから志向終
了の合図が実験者からあるまでは、実験補助者の
動作や視線がウマに影響するのを防ぐため、実験
補助者は下を向き、曳き手の操作を一切しなかっ
た。なお、ウマが自由に行動できるように、曳き手
を緩く持っていた。

実験デザイン
　感情価の一致性（一致・不一致）、親密性（担当者・

未知者）、表情の感情価（笑顔・怒り顔）の3要因被
験者内計画であった。なお、呈示した表情の感情価
がウマの行動・生理指標に影響する4ことも予測さ
れたため、表情の感情価も要因の1つに設定した。
したがって、参加個体は2×2×2の合計8条件につ
いて、1試行ずつの実験を受けたのである。
　実験は、1個体に対し1日に1条件1試行のみ実施
した。条件の実施順と条件そのものの効果を独立
に検討するために、条件の実施順序は参加個体間
でカウンターバランスをとった。また、馴化を防ぐ
ために、最低2日以上試行間間隔をとった。

分析
行動指標
　撮影した動画はコンピュータに出力し、
CyberLink PowerDirector 14（64bit）を利用して解
析をおこなった。30分の1秒を1フレームとし、音
声の再生開始から試行終了までの間にスピーカー
の方を注視していた時間（以下、「注視時間」と表
記）および音声の再生開始からスピーカーの方を
注視するまでの反応時間をコーディングした。音
声の再生開始から試行終了までは15秒であった
ため、注視時間や反応時間の最大値は450フレー
ムであった。つまり、音声再生から15秒間反応が
なかった場合は、注視時間を0フレーム、反応時間
を450フレームとしたということである。
　注視の定義はスクリーン正面から撮影したビデ
オ映像の中で「ウマが正面から左右45度以内（合
計90度）で前を向いている状態が120ミリ秒以上
継続していること」12とした。また、左右45度の判
別は「ウマの眼球が消えて、眼窩の弯曲だけが見え
て、同じ側の鼻孔が見えなくなったとき」12とし
た。また、音声開始の段階でウマが注視している場
合は、瞬きをした瞬間を注視の開始とした12。な
お、瞬きは哺乳類において注意を切り替える際に
生じると考えられている15。
　コーディングの信頼性を確認するために、実験
目的を知らない評定者1名が全152試行中27試行
のビデオを全く同様に分析した。Pearsonの相関係
数は、反応時間についてr = .929（p < .001）、注視
時間についてr = .943（p < .001）と十分に高く、ビ
デオ解析の信頼性は十分であった。なお、行動指標

の解析に先立って表情の注視時間を同様に解析
し、参加個体が表情を全く注視しなかった試行の
データは欠損値として処理した。

生理指標
　心拍データはパーソナルコンピュータに出力
し、心拍計付属の解析ソフト（POLAR FLOW）を用
いて1秒ごとの心拍数のデータを抽出した。音声
再生開始直後15秒間の平均値から音声再生直前
15秒間の平均値を引いた差分のデータを各条件・
各個体について比較した。

統計分析
　IBM SPSS Statistics 24を使用して分析をおこ
なった。すべての指標について線形混合モデル

（LMM）を用いて、AICが最小になるベストモデル
を選択した。
　なお、反応時間のデータには分布に偏りが見ら
れたため、対数変換をしたうえで分析をおこなっ
た。また、外れ値（各条件の個体間平均値から標準
偏差の2倍以上乖離した値）のデータは分析から
除外し、欠損値として扱った。

結果
　図3はウマのスピーカーへの注視時間の結果を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助
者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
1649.093）であった。その結果、感情価の一致性と
親密性の交互作用が有意であった（F(1, 128) = 
9.870, p = .002）。Sidakの補正を用いて多重比較
をおこなったところ、担当者条件においてのみ、ウ
マは一致条件でよりも不一致条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した（t(128) = 3.878,  p 
< .001）。また、一致条件においてのみ、担当者条件
でよりも未知者条件で有意に長くスピーカーの方
を注視した（t(128) = 1.990, p = .049）。加えて、親
密性と表情の感情価の交互作用が有意であった（F
(1, 128) = 8.423, p < .004）。Sidakの補正を用いて
多重比較をおこなったところ、怒り顔条件におい
てのみ、ウマは担当者条件でよりも未知者条件よ

りも有意に長くスピーカーの方を注視した（t
(128) = 3.359, p = .001）。また、未知者条件におい
てのみ、ウマは笑顔条件でよりも怒り顔条件で有
意に長くスピーカーの方を注視した（t(128) = 
4.600, p < .001）。

　図4はウマがスピーカーの方を注視するまでの
反応時間の結果を示している。固定効果として親
密性・感情価の一致性・表情の感情価およびすべて
の交互作用を選択し、変量効果として参加個体・実
験場所・実験補助者を選択したモデルがベストモ
デル（AIC = 449.384）であった。その結果、感情価
の一致性の主効果が有意（F(1, 121) = 9.329 , p 
= .003）で、ウマは一致条件でよりも不一致条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。また、親
密性の主効果が有意で（F(1, 121) = 6.310 , p 
= .013）、ウマは担当者条件でよりも未知者条件で
有意に素早くスピーカーの方を注視した。

　図5は音声再生前後のウマの平均心拍数の差を
示している。固定効果として親密性・感情価の一致
性・表情の感情価およびすべての交互作用を選択
し、変量効果として参加個体・実験場所・実験補助

者を選択したモデルがベストモデル（AIC  =  
480.923）であった。その結果、感情価の一致性と
表情の感情価の交互作用が有意であった（F(1, 
120) = 6.919 , p = .010）。Sidakの補正を用いて多
重比較をおこなったところ、怒り顔条件において
のみ、一致条件でよりも不一致条件で平均心拍数
の差が大きくなった（t(120) = 2.900, p = .004）。
また、不一致条件においてのみ、笑顔条件でよりも
怒り顔条件で平均心拍数の差が大きくなった（t
(120) = 3.310, p = .001）。

考察
　本研究では、期待違反法を用いて、表情と音声の
感情価の一致性、また、刺激となるヒトへの親密性
の違いがウマの行動や生理指標に与える影響を調
べることで、ウマにおけるクロスモーダルなヒト
の感情認知について検討した。ウマが表情と音声
のクロスモーダルをクロスモーダルに関連づけて
認知できているならば、異なる情動価の表情と音
声を呈示した際に期待違反が生じ、一致条件でよ
りも不一致条件でウマがスピーカーの方を注視し
ている時間が長くなり、スピーカーの方を注視す
るまでの反応時間が短くなり、音声再生前に比べ
て再生後に心拍数上昇すると予測した。また、その
期待違反がウマと親密な担当者条件において顕著
に見られるだろうと予測した。
　行動指標の分析の結果、スピーカーへの注視時
間については、担当者条件においてのみ、ウマが一
致条件でよりも不一致条件で有意に長くスピー
カーの方を注視するという結果が得られた。この
結果は担当者条件においてのみ期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性・親密性の両

方について仮説を支持している。また、スピーカー
の方を注視するまでの反応時間については、親密
性に関わらず、ウマは一致条件でよりも不一致条
件で有意に素早くスピーカーの方を注視するとい
う結果が得られた。この結果も期待違反が生じた
ことを示唆しており、感情価の一致性についての
仮説を支持している。以上の行動指標に関する結
果は、ウマがヒトの表情と声を関連づけて感情を
認知していることを示唆している。つまり、一連の
結果は、ウマが視覚と聴覚を組み合わせたクロス
モーダルなウマ・ヒトの個体識別をすることが可
能であるとする先行研究10-12の結果を、ヒトの感情
認知についても拡張するものである。
　生理指標の結果については、怒り顔条件におい
てのみ、ウマの平均心拍数が一致条件でよりも不
一致条件で有意に上昇した。心拍数の上昇は覚醒
度の高まりを意味している16,17ことから、ウマにお
いては、ヒトの怒り顔を見てやや緊張していた後
に褒める声を聞くと覚醒度が高まった、というこ
とになる。つまり、怒り顔を見た後にその感情とは
一致しない褒める声を聴いたことでウマに期待違
反が生じたと考えられる。一方で、笑顔条件ではウ
マが笑顔を見てリラックスし、覚醒度が下がって
いた16ため、その状況で叱る声を聞いても心拍数
に影響するほど覚醒度は上昇しなかったと考えら
れる。これらの結果は期待違反が心拍数に部分的
に影響することを示唆している。しかし、本研究に
おいては、平均心拍数が試行の開始から音声の再
生まで緩やかに低下し続けていた。このことは、実
験スペースに移動してきてから実験開始までに十
分にウマの心拍数が下がりきっていなかったこと
を示している。ウマはヒトの注意の状態に敏感18,19

であり、ヒトの緊張はウマに伝染する20という報
告もあるため、実験中ウマの真横に立っていた実
験補助者の緊張が伝染した可能性が考えられる。
実際、実験開始直前までは実験補助者がウマの無
口頭絡につけられた心拍計に注目して心拍数が安
静時の値で安定するのを確認していたが、試行開
始と同時にその注目がなくなったため、試行開始
と同時にウマの心拍数が下がり始めた可能性が十
分にある。今後の研究では、ウマがヒトの注意状態
や心理状態に影響を受けないような手続きを考案

する必要があるだろう。
　なお、ウマは、未知者条件においてのみ、笑顔条
件でよりも怒り顔条件で有意に長くスピーカーの
方を注視した。また怒り顔条件においてのみ、ウマ
は担当者条件でよりも未知者条件で有意に長くス
ピーカーの方を注視した。これらの結果は、未知者
においては表情の感情価の効果が強く出ているこ
とを示している。ウマは未知者であってもその怒
り顔を認識することはできる4ため、その怒り顔が
脅威として機能し、ウマの緊張を高め4、怒り顔条
件においては再生された音声に対して敏感に反応
し長く注視したのだと考えられる。加えて、ウマは
担当者条件でよりも未知者条件で有意に素早くス
ピーカーの方を注視した。これは親密性に関する
仮説に反する結果である。ただし、ウマは双子や親
密な人とそうでない人の見分けがつくという報告
がある21,22 ことから、本研究においてもウマはや
はり担当者と未知者を区別していたと考えられ
る。したがって、反応時間の結果からも、ウマが担
当者よりも未知者により警戒し、注意を払ってい
た22ことが示唆される。
　以上をまとめると、本研究では、ウマが表情と音
声を関連づけてヒトの感情を認知することがわ
かった。またその認知が親密な担当者に対してだ
けでなく、未知者にも一般化されうることが明ら
かになった。これらの結果は、ウマはヒトとのパー
トナー関係を築く中で、表情や音声を社会的なシ
グナルとして理解し、それらを通じてお互いの感
情を認知してコミュニケーションを図ってきたこ
とを示唆している。今後、こうしたウマの認知能力
が遺伝的に備わった生得的なものなのか、それと
もヒトとのコミュニケーションによって学習され
るものなのか、またどのように発達するのかを検
討することで、伴侶動物であるウマとヒトとの絆
の形成について理解を深めていきたい3。
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背景
　ウマは約5500年前に家畜化された1といわれて

おり、現在では農耕や輸送といった従来の目的の
他にも、競馬や乗馬といったスポーツのみならず、
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研 修 報 告

フロリダ大学獣医学部での研修報告

競走馬総合研究所　微生物研究室　木下優太

　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。

写真1　フロリダ大学獣医学部

写真3　Apichai Tuanyok 准教授 (中央) と研究室
　　　  メンバー (筆者は右から2 番目)

写真2　Tuanyok 研究室が所属するEmerging
　　　  Pathogens Institution (EPI)
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。

図1　類鼻疽菌K96243 のゲノム情報に各リードを
　　  マッピング
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。

図2　交差反応株 (Ⅰ～Ⅳ) および陰性対照株 (Ⅴ) 
のアッシュダウン培地上のコロニー像 (a) および
ラテックス凝集反応像 (b) ： Burkholderia territorii 
( Ⅰ ), B. cenocepacia ( Ⅱ ), B. multivorans ( Ⅲ ), 
B.pseudomultivorans (Ⅳ) およびB. cenocepacia 
(Ⅴ)。
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。

図3　BM 培地上の鼻疽菌外貌 (a) および接写像 (b)

図4　鼻腔スワブにおける培地外貌の比較。鼻疽菌
　　  の実験的混和無し (a) および有り (b)
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。

写真4　発表ポスターと筆者
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。

図5　“The World’s Richest Race”

図6　下見所を周回するGun Runner 号
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　2017年10月から1年間、米国フロリダ州にある
フロリダ大学獣医学部で鼻疽および類鼻疽に関す
る知見と技術習得を目的として海外研修を実施し
たので、以下にその概要を紹介する。

はじめに
　鼻疽および類鼻疽は、それぞれ鼻疽菌および類
鼻疽菌が原因となる感染症で、共に監視伝染病お
よびOIEリスト疾病に指定されている。幸いにし
て、我が国における鼻疽の発生は戦後認められて
おらず、また、類鼻疽についても常在国からの帰国
者における散発例のみという状況ではあるが、海
外諸国では依然として両疾病の発生が報告されて
いる (鼻疽は、インドあるいはブラジルなどで常在
化しており、ドイツあるいは中国などにおける散
発例も近年報告されている。類鼻疽は東南アジア
あるいはオーストラリア北部などで常在化してい
る)。馬の国際間移動が活発な今日の現状を鑑みる
と、両疾病が我が国へ侵入する可能性を否定でき
ない。一方で、前述したように国内においては両疾
病がほぼ発生していないということもあり、鼻疽
あるいは類鼻疽を対象とする研究はほとんど行わ
れていないため、両疾病に関する知見と技術の習
得を目的として本研修が実施された。
　1年間にわたるフロリダ大学での研修では、
Apichai Tuanyok准教授のもとで、鼻疽および類鼻
疽に関する様々な研究に携わる際に得た知見や技
術に加え、鼻疽菌選択培地の開発に際して、アメリ
カ陸軍感染症医学研究所の協力も得ながら研究を
進められたことは、非常に有意義であった。また、
本研修中にバイオインフォマティクスについて学
ぶ機会があり、次世代シークエンサーの著しい発
展によりゲノムデータを扱う機会が増加している

近年の細菌学研究において、バイオインフォマ
ティクスの知識は鼻疽菌あるいは類鼻疽菌のみな
らず、様々な細菌を研究対象としていく際に幅広
く応用可能な知識となる貴重な経験であった。

フロリダ大学獣医学部伝染病・感染病理部門
Tuanyok研究室の概要
　フロリダ大学は、米国フロリダ州ゲインズビル
に位置し、学生数が5万人を超える総合大学であ
る。一説には、フロリダ大学にない学部はないと言
われるほど様々な学部が存在しており、実際に筆
者が出会った方々の所属も、医学、歯学、物理学、化
学、工学などに留まらず、心理学、音楽あるいは健
康人間科学 (その方の専攻はスポーツマーケティ
ングということであった) という様に実に様々で
あった。獣医学部伝染病・感染病理部門Tuanyok研
究室は、フロリダ大学のほぼ南端に位置する
Emerging Pathogens Institution (EPI) に所属して
いる (写真1~2)。EPIは、ダウンタウンや大学中心
部からやや離れてこともあり、周囲の賑やかさは
ないものの、その反面、落ちついて研究に打ち込む
ことができる素晴らしい環境の中にある。EPIは、
人、動物あるいは植物に対する病原体について
様々な学術分野からアプローチしていくことを目
的として設立されており、そのため、獣医学部だけ
の建物という訳ではなく、10を超える様々な学部
の研究室によって成り立っている。実際に、筆者が
所属していたTuanyok研究室の隣には、医学部や
歯学部に所属する研究室が配置されており、筆者
の出身大学である帯広畜産大学が畜産学部だけの
単科大学ということもあって、異なる学部の研究
室がすぐ近くにあることに新鮮さを覚えたが、病
原体を扱うという一点において共通していれば学

部によって分ける必然性はさほど高くなく、むし
ろ共通のテーマに異なる観点からアプローチする
ことのメリットの方が大きいのであろうと感じ
た。また、「”Emerging” Pathogens Institution」とい
う名前からは、”新興”感染症 (近年新しく認識され
た公衆衛生上の問題となる感染症。エボラ出血熱、
エイズなど。) だけに焦点を当てているようにも感
じるが、実際には、新興感染症だけではなく、幅広
い感染症を対象に研究が行われているのが現状の
様である。人への病原性を持つ病原体を扱う施設
ということで、セキュリティーチェックは厳しく、
EPIへ自身のIDを登録する際には、FBIに登録され
ているデータベースにおける指紋照合や、SNSな
どを含めた素行調査が必ず実施される (ただし、こ
の段階で問題のある人物を発見し、入館許可を与
えなかったという話しは留学中に聞くことはな
かった)。

　筆者の受入れ先であるTuanyok研究室は、
Apichai Tuanyok准教授のもと、鼻疽菌および類鼻
疽菌に関するワクチン開発、診断法、治療法および

疫学解析などの研究に取り組んでおり、一部、結核
に関する研究も行なわれている。Tuanyok准教授
は、特に鼻疽および類鼻疽に関して世界のトップ
ランナーの1人であり、2016年に開催された8th 
World Melioidosis Congressの組織委員長を務め
るなど、当分野で多くの実績を残されている。ま
た、Tuanyok准教授の出身国がタイ王国というこ
ともあり、同研究室には、タイやバングラデシュな
どアメリカ国外からの留学生も在籍している (写
真3)。また、アメリカ国内では鼻疽や類鼻疽の発生
がないという事情もあり、国外の大学との共同研
究を積極的に行いながら研究を進めていることが
特徴的であった。

類鼻疽菌の薬剤耐性に関するゲノム解析
　類鼻疽菌 (Burkholderia pseudomallei) は、ヒト
および様々な動物に疾病を引き起こす病原体で、
高い病原性や、東南アジアおよびオーストラリア
北部を中心とした広い分布にも関わらず、その認
知度については決して高いとは言えず、過小評価
されているとの指摘がある。過去に分離された類
鼻疽菌の薬剤感受性パターンを基に、類鼻疽と診
断された際には、セフタジジム (Ceftazidime) ある
いはアモキシリン/クラブラン酸 (Amoxicillin / 
Clavulanic acid) が第一選択薬として投与される
ことが多いが、治療期間が長期に及ぶ症例では、治
療開始時には感受性株であったものが一定の割合
で耐性株になっているという事例が報告されるこ
とがある。本研究では、タイの病院で分離された類
鼻疽菌株の薬剤耐性メカニズムを明らかにするこ

とを目的として、次世代シークエンサーにより得
たゲノム情報を用いて解析を実施した。次世代
シークエンサーによるシークエンスは、共同研究
機関である北海道大学人獣共通感染症リサーチセ
ンターバイオリソース部門の中島准教授のもとで
実施され、筆者はそこで得られた58株のゲノム情
報を用いてバイオインフォマティクスによる解析
を行った。
　ゲノムシークエンシングは、A、T、C、Gの4塩基を
繋げていく作業であるが、一定の割合で誤った塩
基配列が検出される。そのため、一つの領域に対し
て数十～数百ほどの重なりができるようにシーク
エンシングをすることで、正しい塩基配列が判定
できるようになる。一つの領域における重なりの
回数がcoverageという指標であるが、今回のシー
クエンス結果ではcoverageが十分に高くなかった
ため、既知のシークエンス情報に各シークエンス
リードをマッピングする手法によって以下の解析
を実施した。まず、ゲノムデータ解析のプラット
フォームであるGalaxyにて、Fastq Grommer 
(version 1.0.4) およびBowtie2 (version 0.2)を使
用し、58株のシークエンスデータ (fastqファイル) 
を、BAMファイルおよびBAIファイルへと変換し
た。その後、ゲノムデータの可視化が可能な
Artemisを用いて、BAMおよびBAIファイルを類鼻
疽菌の代表株 (K96243) にマッピングした (図1)。

　その後、類鼻疽菌のセフタジジムあるいはアモ
キシリン/クラブラン酸耐性メカニズムとして知
られる以下に示す4メカニズムの領域における塩
基配列あるいはリード数を確認した。

1. penA遺伝子のアミノ酸置換
2. penA遺伝子のプロモーター領域における
　点変異

3. penA遺伝子の重複
4. PBP3をコードする遺伝子の欠損

　24人の患者から分離された計58株の類鼻疽菌
のゲノム解析の結果、4つの耐性化メカニズムのう
ちPBP3をコードする遺伝子の欠損を除く3メカニ
ズムが確認された。耐性化メカニズムを保有する
菌株は、セフタジジムあるいはアモキシリン/クラ
ブラン酸に対して耐性であった一方、上記4つの耐
性化メカニズムを保有しない菌株は、1株のみを除
き全ての株が2種の抗菌薬に対して感受性であっ
た。この1株は、上記4つのメカニズムを保有しな
いものの耐性を示すことから、未知の耐性化因子
が関与していることが示唆されるため、トランス
ポゾンを利用した突然変異体を網羅的に作製し、
薬剤耐性に関与する因子を検索するという手法に
て現在解析中である。また、興味深いことに、同一
の患者から分離された類鼻疽菌であっても、異な
るタイミングで採材された菌株間では異なる耐性
メカニズムを保有している症例が存在することか
ら、可能な範囲内で多くのポイントにおいて採材
を行うべきであろうことが示唆された。多くの菌
株は耐性化因子を1つのみ保有しているが、一部の
株では複数の耐性化因子を保有しており、そのよ
うな菌株ではMICが高くなる傾向にあった。また、
penA遺伝子のアミノ酸置換の中に、これまで耐性
化に関与するとの報告はなされていないアミノ酸
置換によりセフタジチムに対するMICの上昇が認
められる菌株が本研究において認められた。
　以上のように、本研究においてタイで分離され
た類鼻疽菌の薬剤耐性メカニズムの一端が明らか
となった。既知のメカニズムとともに新規の薬剤
耐性メカニズムの存在も示唆され、この点につい
ては今後さらなる研究が必要である。これらの研
究成果から耐性化に関与するSNPsあるいはゲノ
ム重複を基にした臨床現場におけるベッドサイド
検査 (POCT, Point of Care Testing) が今後開発さ
れることで、個々の症例における原因菌の耐性化
を迅速に予測することができ、それぞれの患者に
適した抗菌薬の投与がなされることが期待され
る。

ラテックス凝集反応の交差反応性による類鼻疽菌
の誤同定に関して
　タイでは、類鼻疽の症例が年間7572症例、死者
数2838名程度であると推測されており、タイ全土
の土壌や水環境において類鼻疽が分離されるとい
う現状にある。そのため、類鼻疽発症の潜在リスク
を評価するための環境調査が多く報告されてお
り、例として、2011年に3名の死亡例を含む11症
例のアウトブレイクがタイ南部の島であるKoh 
Phanganで発生した際は、環境調査によって飲料
用水へのコンタミネーションが潜在的なリスクで
あると報告された。また、菌種同定については、類
鼻疽菌用の選択培地であるアッシュダウン培地に
発育した類鼻疽菌を疑うコロニーに対して、ラ
テックス凝集反応試験、特異的PCR、あるいは糖分
解能などによる同定キットを用いることが推奨さ
れている。類鼻疽菌に対するラテックス凝集反応
キットは高分子EPS抗原 (Exopolysaccharide 
antigen) を標的とした商品がタイなどの類鼻疽流
行地で市販されており、同キットが現地の病院な
どにおいて分離コロニーの同定に使用されてい
る。
　本研究の先行研究にて、タイ南部Nakhon Si 
Thammarat の4ヶ所 (乳牛牧場、羊牧場、養殖池、ア
ブラヤシ農園) からそれぞれ20検体の土壌が採材
され、類鼻疽菌の存在に関する環境調査が実施さ
れた。その中で、ラテックス凝集反応および特異的
PCR (TTS1あるいはBTFC・YLF遺伝子を標的とす
るPCR) により類鼻疽菌の存在を9検体にて確認し
た。同調査において、選択培地に発育するものの、
L-アラビノースの同化能を保有するために類鼻疽
菌ではないと判断された菌株が19株存在した (類
鼻疽菌はL-アラビノースの同化能を保有しない)。
しかし、そのうち13株においては2種類の類鼻疽
菌用ラテックス凝集反応にて陽性を示すことが確
認された (図2)。この13株のように、L-アラビノー
ス同化能およびラテックス凝集反応がともに陽性
の株は、類鼻疽菌様のCPS抗原 ( C a p s u l a r  
polysaccharide antigen) を発現した類鼻疽近縁菌 
(Burkholderia thailandensis) であると従来考えら
れてきたが、同調査における分離菌は2種類のB. 
thailandensis特異的PCRのどちらにおいても陰性

を示したことから他の菌種であることが示唆され
た。そこで、より詳細な菌種同定を実施するため
に、選択培地に発育した非類鼻疽菌19株につい
て、3種の遺伝子 (16S rRNA、recAおよびbdha遺伝
子) のシークエンス解析を本研究にて実施した。
　シークエンス解析の結果、19株のうち8株が
Burkholderia terr i tor i i、3株がBurkholderia 
p s e u d omu l t i v o r a n s、3株がBu r kh o l d e r i a  
cenocepacia類似菌、その他が5株であった。16S 
rRNA解析では、全19株がBurkholderia cepacia 
complex (Bcc) に属することが示されたものの、そ
の中に属する様々な菌種との識別は困難であっ
た。その一方で、recAおよびbdha遺伝子による解析
は、さらに詳細な分類が可能であった。興味深いこ
とに、ラテックス凝集反応で偽陽性を示した13株
は、B.thailandensisを含むB. pseudomallei complex
ではなくBccに属しており、分離された全てのB. 
territoriiおよびB. pseudomultivoransはラテックス
凝集反応陽性であった。多くのBccは、土壌や水な
どの環境から分離され、時に日和見感染を引き起
こす。Bccには20菌種以上の細菌が属しており、
16S rRNA遺伝子では98～100％、recA遺伝子では
94～95％の類似性を示し、また、類鼻疽菌と生息
環境が重なることから、これらの細菌間における
誤同定がしばしば認められている。ラテックス凝
集反応は、ヒト臨床分野にて実施される類鼻疽菌
の同定においては優れていることが報告されてお

り、その特異性は、類鼻疽菌と鼻疽菌に特異的な
200kDaのEPSを認識するモノクローナル抗体に
依拠する。Mahidol Universityにて作成されたモノ
クロ―ナル抗体 (4B11) がラテックス凝集反応
キットに使用されており、開発時にはCenters for 
Disease Control and Prevention (CDC) に保存され
ていた多くの菌種を用いて交差反応性を確認され
たが、その中には、近年、新菌種として追加された
B. territoriiやB. pseudomultivoransは含まれていな
か っ た 。C D C の 菌 株 ス ト ッ ク の 中 で 、B .  
thailandensisの一株 (CDC3015869) が、ラテック
ス凝集反応試験で陽性となり、その後このような
特徴を持つB. thailandensisグループは、BTCV (B. 
t ha i l andens i s  s t r a in s  tha t  e xp re s sed  B .  
pseudomallei-like capsular polysaccharide) と呼ば
れている。Melioidosis Research Centerで作製され
たラテックス凝集反応キットは、初期には5F8 
(IgM)、4B11 (IgG3) および6G9 (IgG2a) の3種のモ
ノクローナル抗体が使用されていたが、現在では
4B11抗体のみが使用されている。類鼻疽菌および
鼻疽菌のCPSに特異的な抗体としてよく知られて
いる4C4抗体においても、ラテックス凝集反応試
験で陽性となった13株が交差反応を示すかどう
かを確認するため、それらの菌株のEPSによる
SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティングを実
施したが、交差反応は確認されなかったことから、
これら13株のBurkholderia属菌は、類鼻疽菌や鼻
疽菌とは異なるCPS型であることが示唆された。
EPSに対する交差反応の原因を今後明らかにする
ことが、より有用な同定キットを作製するために
必要であることが本研究から示唆された。
　以上のことから、市販されている類鼻疽菌用の
ラテックス凝集反応キットは、環境由来の検体に
おいては、アッシュダウン培地に発育する類鼻疽
菌以外の細菌との交差反応性が認められることが
本研究において明らかになった。そのため、ラテッ
クス凝集反応キットを使用して類鼻疽菌の環境調
査を実施する際は、交差反応を持つ細菌が分離さ
れる可能性があることを念頭に置く必要性があ
り、PCR法などによって類鼻疽菌あるいはB.  
thailandensisであるのかを確認すべきであると考
えられる。

鼻疽菌選択培地 (BM培地) の開発
　鼻疽の診断におけるゴールドスタンダードは、
症状を呈するウマから鼻疽菌を細菌分離すること
である。しかし、鼻疽検査の問題の一つに、鼻疽菌
の細菌分離が困難であるということがある。すな
わち、鼻疽菌の発育速度の遅さや、病巣部における
菌数の少なさなどから、病巣部から採材した試料
の中に存在する他の細菌に容易に覆われてしま
い、仮に鼻疽菌が間違いなくその試料中に存在し
ていたとしても、分離することが難しいという性
質がある。そのため、OIE (国際獣疫事務局) による
マニュアルでは、可能な限り他の細菌が混在しな
いように採材することが推奨されているものの、
たとえ細心の注意を払って採材した材料を使って
いても、他の細菌に容易に覆われてしまうことが
多いのが現状のようである。一方で、このような特
徴を持つ細菌を分離する際には、標的細菌は発育
できるが他の細菌の発育は阻止される選択培地が
用いられることが多く、鼻疽に利用できる選択培
地についてもこれまでにいくつかの報告がなされ
ているが、いずれの報告においてもその有用性に
ついて不十分な部分がある。そこで、今回新たな鼻
疽菌選択培地 (BM培地) の開発を行い、米国陸軍
機関 (U.S. Army Medical Research Institute of 
Infectious Disease) の協力も得ながら培地の性能
を確認した。
　既報を参考に鼻疽菌の薬剤感受性や栄養要求特
性を考慮し、鼻疽菌選択培地 (Burkholderia mallei 
agar, BM培地) の構成成分を決定した。同培地にお
ける発育確認のために使用した38株の鼻疽菌の
うち、34株は48時間以内に、3株は72時間以内に
BM培地上に十分なコロニー形成が見られた。残り
の1コロニーは、72時間後にコロニーを確認でき
るものの、コロニー数の減少が確認された。鼻疽選
択培地に発育する鼻疽菌の代表的な外貌は、表面
が滑らかな円形で紫色のコロニーとなり、サイズ
は1mmより大きくなる (図3)。

　次に、BM培地の菌種特異性を既報培地 (Xie’s培
地およびPC培地) と比較するため、ウマの鼻腔お
よび皮膚スワブ懸濁液を各培地に接種し、分離細
菌および真菌を確認した。その結果、Xie’s培地上で
は、全ての鼻腔および皮膚スワブから、少なくとも
1コロニーの細菌 (Burkholderia属以外) が分離さ
れたが、PC培地およびBM培地上ではXie’s培地に
比較して有意に低かった。また、Xie’s培地上では
34検体中12検体の鼻腔スワブおよび34検体中7
検体の皮膚スワブから真菌が確認され、PC培地で
は、1検体の鼻腔スワブおよび2検体の皮膚スワブ
から真菌が分離された。一方で、BM培地を使用し
た際は、真菌は全く発育しなかった。また、実験的
な鼻疽菌接種の有無による各培地の外貌を図4に
示す。最後に、各培地上における鼻疽菌の増殖効率
を比較した結果、BM培地における鼻疽菌の平均コ
ロニー数は、血液寒天培地とは有意差はなく、Xie’s
培地およびPC培地と比較した際は有意に多かっ
た。

　鼻疽菌分離の難しさは、主に発育速度が遅いこ
とによるが、既報の選択培地に対する脆弱性のた
めにこれらの選択培地が使用できないということ
も原因の一つと考えられる。例えば、鼻疽菌の近縁

種である類鼻疽菌は、アッシュダウン培地という
選択培地を用いて分離されることが多いが、鼻疽
菌は類鼻疽菌に比較してゲンタマイシンに感受性
であるために、ゲンタマイシンを多く含むアッ
シュダウン培地上では発育が阻害されることが報
告されている。同様に、グラム陰性桿菌の分離にし
ばしば用いられるマッコンキー培地についても、
鼻疽菌の発育が阻害されることがあるため有用で
はないことが報告されている。PC培地とXie’s培地
は、既報において鼻疽菌の分離に推奨されている
選択培地であるが、PC培地については全ての鼻疽
菌が発育できるわけではなく、発育したとしても
コロニーサイズが小さいこと (1mm未満) が欠点
であり、Xie’s培地についてはこれまでに他の培地
と比較されたことがないためにどの程度有用か判
断できない点が問題であった。
　本研究で作製したBM培地には、鼻疽菌の増殖速
度を高めるグリセロールや、ある種のグラム陽性
細菌の発育を阻害するクリスタルバイオレッド、
また抗真菌薬であるシクロヘキシミドが含まれて
いるが、特に培地の選択性を高めるために重要な
のは抗菌薬の組み合わせおよび各濃度であり、鼻
疽菌が耐性であることが報告されている3種の抗
菌薬を本培地には使用した。なお、ポリミキシンB
に対して、鼻疽菌は内在的に耐性であることが報
告されているが、一定濃度以上では菌株によって
増殖速度が抑制されることが予備試験で明らかに
なっていたため、BM培地に含む濃度は、鼻疽の発
育に影響しない濃度とした。なお、PC培地は高濃
度のポリミキシンBが含まれており (300,000単位
/L)、このようなポリミキシンBの含有濃度の違い
が、後述するBM培地とPC培地の増殖効率の違い
に影響している可能性が高い。
　純培養株による検討の結果、BM培地は１株を除
く全ての鼻疽菌を72時間以内に十分な大きさま
で発育させ、残りの１株についても菌数の減少が
認められるものの72時間以内で発育が可能で
あったことから、BM培地を用いた鼻疽菌の細菌分
離においては72時間以上の培養時間が推奨され
る。類鼻疽菌やBurkholderia thailandensisなどの他
のBurkholderia属菌もBM培地上に発育することが
可能であるが、鼻疽菌や類鼻疽菌を除き、ウマの臨

床材料からBurkholderia属菌が分離されることは
稀であるため、このことが菌種特異性という面に
おいてBM培地の使用に支障を来たす可能性は低
いと考えられる。しかし、多くのBurkholderia属菌
が一般的に土壌細菌であるということを考慮する
と、皮膚スワブなどにおいては特に注意が必要で
あり、鼻疽菌を疑うコロニーを分離した後に、特異
的PCRなどによる菌種の確認が必要となる。
Burkholderia属菌以外の細菌については、BM培地
は効率よくその発育を阻害し、ウマの鼻腔および
皮膚スワブを用いた既報選択培地との比較におい
てもBM培地の特異性の高さが示された。
Burkholderia属以外の細菌のうち、Herbaspirillum 
huttienseなどの細菌はBM培地上に発育可能であ
るが、その頻度やコロニー数を考慮すると、仮に同
時に発育したとしても鼻疽菌の分離が困難となる
とは考えられない。
　また、鼻疽感染馬の感染部位においても鼻疽菌
の菌数がさほど多くないことから、鼻疽菌の増殖
効率もまた選択培地にとって重要な要素となる
が、BM培地は一般的に栄養豊富で増殖効率が良い
と考えられる血液寒天培地と同様の増殖効率を保
持していた。また、PC培地やXie’s培地との比較に
おいては、BM培地が有意に多くの鼻疽菌を増殖さ
せることが可能であり、先述した特異性の高さも
合わせると、ウマの臨床検体から鼻疽菌を分離す
るための選択培地として、BM培地が優位であると
考えられる。
　以上のことから、本研究で作製した鼻疽菌選択
培地であるBM培地は、ウマ臨床材料からの効率的
な鼻疽菌の分離を可能にすることから、BM培地を
使用することにより、検疫や動物実験などにおけ
る鼻疽菌分離に有用であると考えられる。

バイオインフォマティクス
　バイオインフォマティクスは、生物学 (バイオ) 
と情報学 (インフォマティクス) を融合させた学
術分野で、DNAやタンパク質などの生物に関わる
情報を、コンピューターによる分析や統計などの
手法を用いて解析していくという学術分野であ
る。近年、次世代シークエンサーに代表されるよう
な解析機器の著しい進歩により、膨大なサイズの

ゲノムデータが比較的容易かつ迅速に得られるよ
うになったことに伴い、数ギガバイトを超えるよ
うなサイズのデータを如何に処理し、目的にあっ
た情報を取り出すかが重要となった。細菌分野に
おいてもその影響は大きく、数多くの細菌ゲノム
情報がNational  Center  for  B iotechnology 
Information (NCBI) に代表されるような国際デー
タベースに登録され、幅広く利用されている。その
一方、比較的新しい分野であるがために、国内の大
学などにおいて、体系的にバイオインフォマティ
クスを学ぶ機会は多くない。Tuanyok准教授は、鼻
疽および類鼻疽菌に関してバイオインフォマティ
クスの知識を活用し、これまでにB. pseudomallei
やB. malleiに特徴的なゲノム構造の報告や、ゲノ
ム情報に基づくBurkholderia属菌の各LPS型にお
ける交差反応性の検討などについて報告してい
る。バイオインフォマティクスがインフォマティ
クスの側面を持っており、常に新しいツールが開
発されていくなかにおいて、必要なデータを取り
出すために、どのデータを用いてどのような解析
をするのかという点については目的に合わせて実
に様々である。本研修中においてTuanyok准教授
からバイオインフォマティクスで使用できる様々
なツールを用いた基本的なゲノムデータの扱い方
を学ぶ機会を得た。

発表について
　本研修中の研究成果に関して、2018年2月に開
催されたEPI Research Dayでは「Chromosomal 
asymmetry, growth kinetics and virulence of 
Burkholderia mallei (鼻疽菌におけるゲノム非対称
性、増殖動態および病原性)」について、2018年4月
に開催されたUF College of Veterinary Medicine 

Research and Phi Zeta Celebrationでは、「A new 
semi-selective agar for Burkholderia mallei, the 
c a u s e  o f  G l a n d e r s  (鼻疽の原因菌となる
Burkholderia malleiに対する選択培地)」について
それぞれポスター発表を行った。

競馬関連施設への訪問
ガルフストリームパーク競馬場
　2018年1月27日にガルフストリームパーク競
馬場で行われた第2回ペガサスワールドカップを
観戦した。ガルフストリームパーク競馬場は、フロ
リダ州ハランデールビーチに位置しており、サン
タアニタパーク競馬場あるいはピムリコ競馬場な
どとともにStronachグループ所有の施設である。
ペガサスワールドカップは、1 1⁄8マイル (9ハロ
ン) のダート競走で、出走枠1枠を100万ドルで買
取り、所有馬を出走させる (もしくはその権利の売
却やリースも可能) というこれまでにない方式と
ともに、総額1200万ドル (1ドル110円換算で約
13億円) の世界最高賞金額が話題となり、昨年
2017年からガルフストリームパーク競馬場にて
開催が始まった。第2回目の今年は、賞金額が総額
1630万ドル (優勝馬は700万ドル) と昨年からさ
らに増え、また、2017年度の米国年度代表馬に選
出されたGun Runner号の引退レースということ
もありレース前から大いに盛り上がりを見せた。
ペガサスワールドカップ当日の入場料は、席に応
じて75～1,000ドルとなっており、筆者は出走馬
を間近で見られる下見所横の席を100ドルで購入
した。

　本年度のペガサスワールドカップは、Gun 
Runner号が圧倒的なパフォーマンスを発揮して
有終の美を飾り、ウイニングランでは観客が一体
となって祝福する温かい雰囲気に包まれた。日本
馬の出走はこれまでのところないものの、今後有
力馬の出走が実現したなら、出走枠の買取りや高
額な賞金額という話題性も加わり、競馬の盛り上
がりに繋がることが大いに期待できる。

　留学の終わりが近づいた2018年9月、来年度の
ペガサスワールドカップに関する発表が主催者か
ら行われた。その中で興味深かった2点を紹介す
る。まず1点目は、従来のダート1 1⁄8マイルのG1
である” Pegasus World Cup Invitational”とは別
に、“Pegasus World Cup Turf Invitational”という3
歳以上、芝1 3⁄16マイルのG1レースが新設される
ことである。出走枠のエントリーはこれまでの
100万ドルから両レースともに50万ドルとなり、
賞金額はPegasus World Cup Invitationalが総額
900万ドル (優勝馬は400万ドル)、Pegasus World 
Cup Turf Invitationalでは総額700万ドル (優勝馬
は300万ドル) となるようである。優勝賞金額の高
さもあり、第1回目はアロゲートやカリフォルニア
クローム、第2回目はガンランナーやウエストコー
ストという当時の米国強豪馬が揃ったが、来年度
からはエントリー額が下がることに伴い優勝金額
も約半額へと下がることで (それでも十分高いも
のの)、出走馬の質にどのような影響が出るのか興
味深い。なお、両レースを同一オーナーの所有馬が
優勝した際は、100万ドルのボーナス賞金が加算
されるようである。2点目は、“Pegasus Pick 24”と
いうこの日だけの特別な馬券が発売されることで
ある。これは、ともに12頭立ての両G1レース1着～
12着までを全て的中させるというもので、賞金額

は500万ドルほどになるようである。Pegasus 
World Cupの特別感を演出するものとして興味深
いが、出走取消あるいは競走除外あるいは競走中
止をどのように扱うかについては現状不明であ
る。また、全能力を出し切るという建前はあるもの
の、下位入線馬まで含めて全てのジョッキーが入
線まで全力で追うのかという視点も馬券として発
売する以上、他のレース以上に注目されることに
なるのではないかと思われる。

終わりに
　本研修を通し、Tuanyok准教授や研究室のメン
バーの協力により、国内では得がたい鼻疽および
類鼻疽に関する知見や技術を習得できたこと、ま
た、これまで学ぶ機会が得られなかったバイオイ
ンフォマティクスに関する知識を得られたこと
は、何物にも代えがたい貴重な経験であった。本研
修で得た知識や経験は、鼻疽および類鼻疽に留ま
るだけでなく、他の細菌に関する研究にも応用可
能な部分が多く、それらの全てを今後の研究業務
に活かしていきたい。
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学 会 報 告

American College of Sports Medicine Conference
on Integrative Physiology of Exercise (ACSM IPE) に参加して

競走馬総合研究所　運動科学研究室　向井和隆

ACSM Conference on Integrative Physiology of 
Exercise (ACSM IPE)とは
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上におよぶ世界最大のスポーツ医学
および運動科学の学会である。設立当初から、科
学・教育・医学を通じて健康を推進させることをス
ローガンにしている。ACSMの年次総会は、世界中
から5,000名を超えるスポーツ医学および運動科
学の専門家が集まり、2,000件以上の研究や臨床
ケーススタディが発表されている。ACSM IPEは
ACSMの分科会的位置付けの学会であり、2006年
から4年に一度開催されており、今回はアメリカ
合衆国サンディエゴで開催された。幅広い専門分
野を持つ運動生理学の中でも今回は特に、1）統合
的な運動生理学と代謝、2）骨格筋、運動、不活動と
シグリナリング、3）運動生理学におけるホットト
ピック、4）心血管に関する運動生理学に焦点を当
てていた。今大会は、8名の研究者による基調講演
および討論、48名のシンポジストによる12題のシ
ンポジウム、206題のポスター発表で構成されて
おり、数多くのハイレベルな研究が報告されてい
た。私が調べた限りでは、日本からの発表は27題
で、その内訳は日本体育大学6題、順天堂大学5題、
立命館大学4題、長崎大学3題、東京大学2題、神奈
川大学1題、日本福祉大学1題、北海道医療大学1
題、神戸大学1題、名古屋女子大学1題、山梨県1題、
JRA1題であった。

 

　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

発表演題
○低酸素トレーニングにおける酸素濃度がサラブ
レッドに与える影響
向井和隆1、大村　一1、高橋佑治1、北岡　祐2、
ジェームズ・ジョーンズ3、高橋敏之1（1 JRA競走馬
総合研究所、2神奈川大学、3カリフォルニア大学
デービス校）

【目的】中等度および軽度の低酸素下において、サ
ラブレッドに高強度トレーニングをさせた際に、
パフォーマンスや有酸素能力の向上が認められる
のかどうかを調べることを目的とした。

【材料と方法】7頭のトレーニングされていないサ
ラブレッドを用いて、ランダム化クロスオーバー
試験を実施した。酸素濃度16%（H16群）、18%（H18
群）および常酸素下（21%；N群）において、95% 
VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回4週間実施し、その後全ての群
において常酸素下で同様のトレーニングをさらに
2週間継続した。各トレーニング期間の間隔は3ヶ
月以上空け、十分なウォッシュアウト期間を確保
した。各トレーニング期の0, 4, 6週目に、常酸素下
でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オー
ルアウトまでの走行距離、VO2max、VO2maxに達す
るときの速度（VVO2max）、心拍出量、血漿乳酸濃度が 
4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）などを測定し
た。統計解析には混合モデルを用い、有意水準はP 
< 0.05とした。

【結果】0週目に比べて4週目の運動負荷試験にお
けるH16群およびH18群の走行距離（H16, +30.6%; 
H18, +19.6%; N, +6.6%）およびVVO2max（H16, +7.7%; 
H18, +5.4%; N, -0.9%）は増加し（P < 0.05）、両指標
ともH16群とN群の間に差があったが（P < 0.05）、
H18群は他の2群との間に有意差はなかった。0週
目に比べて4週目のVO2max（H16, +9.8%; H18, 
+12.8%; N, +8.8%）および最大心拍出量（H16, 
+7.8%; H18, +8.9%; N, +6.7%）は全ての群で増加し
ていたが（P < 0.05）、3群間に有意差はなかった。
また、4週目に比べて6週目の走行距離、VO2max、
VVO2max、最大心拍出量およびVLA4は全ての群におい
て変化しなかったが、3群間に有意差はなかった。

【結論】これらの結果から、低酸素トレーニングに
おける酸素濃度は16%ではパフォーマンスや有酸

素能力の指標が常酸素トレーニングに比べてより
向上するが、18%では不十分である可能性が示唆
された。また、4週間の低酸素トレーニング後に2
週間の常酸素トレーニングをしたところ、多くの
指標は低下せず、低酸素トレーニングの効果が維
持されていることが示唆された。
　ACSMはヒトの学会なので、まずはウマという
動物の最大酸素摂取量の高さ（オリンピックレベ
ルのアスリートの約2倍）やトレーニング時の走
速度の速さに驚く声が上がっていた。また、ヒトに
おいて16%や18%という酸素濃度（標高2000 mや
1400 mに相当）はそこまで過酷な低酸素環境では
なく、トレーニング量も少ない（2分間×週3回）に
もかかわらず、4週間で5%近く体重が減ってしま
うことにも驚いているようであった（食欲不振に
関しては、マスクの中にニンジンを入れたらいい
んじゃないの？という貴重なアドバイスもいただ
いた）。その他に、「4週間以上トレーニングした
ら、もっと効くと思うか？」という質問があり、そ
れに対しては「そもそもトレーニング期間として
は4週間というのはあまり長くないため、低酸素

に適応できるウマであれば効くと思うが、個体差
があるため、その辺りは慎重に見極める必要があ
る」と答えた。

○(+)-エピカテキンはラットの運動パフォーマン
ス向上につながるミトコンドリア新生を刺激する
Israel Ramirez-Sanchezら（カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校）
　(+)-エピカテキンはカカオやガラナのような天
然産物に含まれる希少なフラバノ̶ルである。演
者らのグループは以前、(+)-エピカテキンが肥満/
インスリン抵抗性マウスの代謝プロファイルに良
い影響を与えることを公表している。その先行研
究では、効果のピークは用量が0.1-0.3 mg/kg/day
のときに現れており、フラバノ̶ルがミトコンド
リア新生に関与した可能性が示唆されたが、詳細
なメカニズムは不明のままである。
　10ヶ月齢の雄マウスに(+)-エピカテキン（0.1, 
0.3, 1 mg/kg/day）、水（コントロール群）または(-)-
エピカテキン（1 mg/kg/day；多くの先行研究は鏡
像異性体である(-)-エピカテキンについて実施さ
れているため、陽性コントロールとして参照）を2
週間投与し、運動能力（トレッドミルテスト）と腓
腹筋のミトコンドリア新生に関わる因子への(+)-
エピカテキンの効果を調べた。
　(-)-エピカテキン1mg群のトレッドミルでの走
行距離はコントロール群に比べ増加していた。(+)-
エピカテキン0.3mg群の運動能力の増加は(-)-エピ
カテキン1mg群と同様であり、(+)-エピカテキン
1mg群の運動能力はさらに30%近く増加してい
た。骨格筋のAMP活性化プロテインキナーゼ

（AMPK）の活性やPGC-1αタンパク質量の測定で
は、(+)-エピカテキン0.1mgおよび0.3mg群と(-)-エ
ピカテキン1mg群は同様の変化があり、(+)-エピカ
テキン1mg群は(-)-エピカテキン1mg群に比べて
さらなる効果（AMPK活性が40%増、PGC-1αが
75%増）があった。これらの結果から、(+)-エピカテ
キンはミトコンドリア新生に関わるシグナル伝達
経路を用量依存性に活性化することが示唆され
た。(+)-エピカテキンは、鏡像異性体である(-)-エピ
カテキンに比べて低用量でミトコンドリア新生を
より効果的に刺激でき、この効果がトレッドミル

テストでの運動能力向上につながったと考えられ
る。
　AMPKやPGC-1αは、ミトコンドリア新生に関わ
るマスターレギュレーターである。通常の運動ト
レーニングにおいて、これらのレギュレーターの
活性化もしくは増殖がミトコンドリア機能の向上
につながり、その結果として持久的運動能力が改
善する。サラブレッドの競走能力を考える上で持
久的運動能力をどのように効率的に向上させるか
は重要なポイントであり、エピカテキンは近い将
来サラブレッドにおける効果を検証してみたいサ
プリメントの一つである。

○高強度インターバル運動後の筋線維タイプ特異
的なAMPKの活性化

James R. Bagleyら（サンフランシスコ州立大学） 
　AMP活性化プロテインキナーゼ（AMPK）は急性
運動や絶食のときに活性化する細胞代謝のレギュ
レーターである。ヒトの先行研究では筋線維タイ
プが混在したバイオプシーサンプルでAMPKを解
析しているが、近年AMPKの特性はミオシン重鎖
タイプ（すなわち速筋か遅筋か）に依存しているこ
とが報告されている。この研究の目的は、高強度イ
ンターバル運動後の骨格筋におけるAMPKのリン
酸化とAMPK活動のマーカーである3種類の基質

（ACC、TBC1D1およびTBC1D4）が速筋（type IIa）
と遅筋（type I）でどう違うのかを調べることであ
る。
　9名のトレーニングしている男性の大腿広筋か
ら安静時の筋バイオプシーをした後に、高強度イ
ンターバル運動（90-100%VO2max  1 .5分間
+40%VO2max 2.5分間を6セット）を実施した。運
動終了直後、90分後、180分後にも筋バイオプシー
を行った。筋線維を単離した後、筋線維タイプを特
定し、筋線維タイプ別にAMPKα, ACC, TBC1D1お
よびTBC1D4のリン酸化を定量した。
　運動直後にtype IIa線維でのみAMPKαのリン酸
化レベルは上昇し（2.1倍）、ACCのリン酸化はtype 
I線維で5.1倍、type IIa線維で8.9倍に増加した。
TBC1D1の発現自体はtype I線維に比べてtype IIa
線維の方が高かったが、リン酸化レベルはtype I線
維の方がすべての時点において高かった。逆に

TBC1D4の発現はtype IIa線維に比べてtype I線維
の方が高かったが、リン酸化レベルは、type IIa線
維の方がすべての時点において高かった。これら
の結果から、高強度インターバル運動は筋線維タ
イプ特異的にAMPKや3種類の基質のリン酸化を
引き起こすことが分かった。
　通常AMPKの活性化を調べる際には、筋サンプ
ルを丸ごとホモジネートして、ウエスタンブロッ
ティングを実施することが多い。しかし、サラブ
レッドの筋バイオプシーでよく使われる中殿筋の
筋線維タイプ比率はtype Iが14%、type IIaが46%、
type IIa/xが5%、type IIxが36%と報告されている

（Yamano et al, 2006, Res Vet Sci）一方、ヒトでよ
く用いられる太腿の外側広筋はtype Iが50%、type 
I/IIaが3%、type IIaが40%、type IIa/xが7%、type IIx
が0.4%と報告されており（Luden et al, 2008, Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol）、サラブレッド
とは筋線維構成が大きく異なる。今回の研究によ
ると、筋線維タイプによってAMPKの活性化レベ
ルがかなり異なるようなので、ヒトの研究結果を
そのままウマに外挿するのではなく、改めてウマ
のサンプルを使って実験を行う意義を再確認し
た。

○摂食時の急性熱ストレスがマウスの筋タンパク
質合成を活性化させる

Ryo Kakigiら（順天堂大学） 
　筋タンパク質のターンオーバーは栄養によって
大きく影響を受ける。演者らは以前絶食時の急性
熱ストレスが骨格筋の細胞内シグナリングに関連
したタンパク質合成を活性化することを報告して
いる。しかし、熱ストレスを受けたときの栄養状態

（絶食時もしくは摂食時）が筋タンパク質合成に与
える影響は不明なことが多い。そこで我々は急性
熱ストレスに誘導されたラパマイシン標的タンパ
ク質（mTOR：タンパク質合成に関わる重要な調節
因子）活性化および筋タンパク質合成に対する栄
養状態の影響を調べた。
　8週齢の雄マウスに熱ストレス実験の開始前6
時間絶食（絶食群）もしくは通常どおり摂食させ

（摂食群）、41℃の暑熱環境に1時間曝露した。タン
パク質合成測定のため、ヒラメ筋摘出の15分前に

麻酔下でピューロマイシンを腹腔内投与した。ヒ
ラメ筋は熱曝露前、曝露1時間後および6時間後に
摘出し、ウエスタンブロッティングを実施した。
　熱ストレス曝露1時間後のmTORのリン酸化レ
ベルは摂食群では上昇したが、絶食群では変化が
なかった。熱ストレス6時間後においてもmTORの
リン酸化レベルは絶食群より摂食群の方が高かっ
た。p70s6k（mTORの下流にあるタンパク質合成
の調節因子）のリン酸化レベルは絶食群および摂
食群ともに熱ストレス1時間後に上昇し、6時間後
には摂食群の方が絶食群より高かった。4E-BP1

（mTORの下流にあるタンパク質合成の調節因子）
のリン酸化レベルの推移もp70s6kと同様だった。
筋タンパク質合成を示すピューロマイシンラベル
されたペプチドは、熱ストレス6時間後に摂食群
で増加し、絶食群より高い値を示した。これらの結
果から、摂食時に急性熱ストレスに曝露されると、
mTORシグナルの活性化が延長することによって
筋タンパク質合成が活性化することが示唆され
た。
　筋肥大や筋タンパク質合成を促進させる主な刺
激は運動と食事（タンパク質）である。近年、この二
つの刺激を増強する因子として、食事のタイミン
グや熱ストレスなどが注目され始めている。骨格
筋を肥大させる王道は、やはりしっかりトレーニ
ングして、タンパク質を含む食事をしっかりとる
ことであるが、競走馬が運動器疾患を発症して休
養している際には、運動はほとんどできなくなり、
飼葉の量も減ることになる。そのため、休養時には
筋量が減る馬が多く、厩舎関係者を悩ませること
になる。サラブレッドに熱ストレスを負荷できる
設備は常磐リハビリセンターや函館競馬場の温泉
くらいしか思いつかないが、もし、しっかりと飼葉
を食べた後に温泉に入ることで、この実験と同様
に筋タンパク合成が活性化するのであれば、競走
馬にとっても重要な知見となりえる。

終わりに
　ACSM IPEはヨーロッパ、北米をはじめ世界各国
の運動生理研究者が多数参加する重要な学会であ
る。対象分野は、呼吸循環、代謝、筋、栄養、トレーニ
ング、遺伝、性差など多岐にわたり、運動生理に関

して多くの情報を入手できるとともに、日本にお
ける馬に関する研究をアピールする場として重要
な学会である。このような国際会議に参加し、世界
中の研究者と知識を共有し、情報を交換できたこ
とは、今後の研究を進めていく上で非常に有意義
だった。特に委託研究を依頼している神奈川大学
の北岡准教授や留学先であったゲルフ大学の
Spriet教授のグループとは有意義なディスカッ
ションを行うことができた。
　最後に今回の学会発表および実験遂行に際し
て、ご協力をいただいた総研企画調整室および運
動科学研究室の皆様に深謝いたします。

図1　ACSM IPE のメイン会場とポスター会場の案内
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ACSM Conference on Integrative Physiology of 
Exercise (ACSM IPE)とは
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上におよぶ世界最大のスポーツ医学
および運動科学の学会である。設立当初から、科
学・教育・医学を通じて健康を推進させることをス
ローガンにしている。ACSMの年次総会は、世界中
から5,000名を超えるスポーツ医学および運動科
学の専門家が集まり、2,000件以上の研究や臨床
ケーススタディが発表されている。ACSM IPEは
ACSMの分科会的位置付けの学会であり、2006年
から4年に一度開催されており、今回はアメリカ
合衆国サンディエゴで開催された。幅広い専門分
野を持つ運動生理学の中でも今回は特に、1）統合
的な運動生理学と代謝、2）骨格筋、運動、不活動と
シグリナリング、3）運動生理学におけるホットト
ピック、4）心血管に関する運動生理学に焦点を当
てていた。今大会は、8名の研究者による基調講演
および討論、48名のシンポジストによる12題のシ
ンポジウム、206題のポスター発表で構成されて
おり、数多くのハイレベルな研究が報告されてい
た。私が調べた限りでは、日本からの発表は27題
で、その内訳は日本体育大学6題、順天堂大学5題、
立命館大学4題、長崎大学3題、東京大学2題、神奈
川大学1題、日本福祉大学1題、北海道医療大学1
題、神戸大学1題、名古屋女子大学1題、山梨県1題、
JRA1題であった。

 

　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

発表演題
○低酸素トレーニングにおける酸素濃度がサラブ
レッドに与える影響
向井和隆1、大村　一1、高橋佑治1、北岡　祐2、
ジェームズ・ジョーンズ3、高橋敏之1（1 JRA競走馬
総合研究所、2神奈川大学、3カリフォルニア大学
デービス校）

【目的】中等度および軽度の低酸素下において、サ
ラブレッドに高強度トレーニングをさせた際に、
パフォーマンスや有酸素能力の向上が認められる
のかどうかを調べることを目的とした。

【材料と方法】7頭のトレーニングされていないサ
ラブレッドを用いて、ランダム化クロスオーバー
試験を実施した。酸素濃度16%（H16群）、18%（H18
群）および常酸素下（21%；N群）において、95% 
VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回4週間実施し、その後全ての群
において常酸素下で同様のトレーニングをさらに
2週間継続した。各トレーニング期間の間隔は3ヶ
月以上空け、十分なウォッシュアウト期間を確保
した。各トレーニング期の0, 4, 6週目に、常酸素下
でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オー
ルアウトまでの走行距離、VO2max、VO2maxに達す
るときの速度（VVO2max）、心拍出量、血漿乳酸濃度が 
4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）などを測定し
た。統計解析には混合モデルを用い、有意水準はP 
< 0.05とした。

【結果】0週目に比べて4週目の運動負荷試験にお
けるH16群およびH18群の走行距離（H16, +30.6%; 
H18, +19.6%; N, +6.6%）およびVVO2max（H16, +7.7%; 
H18, +5.4%; N, -0.9%）は増加し（P < 0.05）、両指標
ともH16群とN群の間に差があったが（P < 0.05）、
H18群は他の2群との間に有意差はなかった。0週
目に比べて4週目のVO2max（H16, +9.8%; H18, 
+12.8%; N, +8.8%）および最大心拍出量（H16, 
+7.8%; H18, +8.9%; N, +6.7%）は全ての群で増加し
ていたが（P < 0.05）、3群間に有意差はなかった。
また、4週目に比べて6週目の走行距離、VO2max、
VVO2max、最大心拍出量およびVLA4は全ての群におい
て変化しなかったが、3群間に有意差はなかった。

【結論】これらの結果から、低酸素トレーニングに
おける酸素濃度は16%ではパフォーマンスや有酸

素能力の指標が常酸素トレーニングに比べてより
向上するが、18%では不十分である可能性が示唆
された。また、4週間の低酸素トレーニング後に2
週間の常酸素トレーニングをしたところ、多くの
指標は低下せず、低酸素トレーニングの効果が維
持されていることが示唆された。
　ACSMはヒトの学会なので、まずはウマという
動物の最大酸素摂取量の高さ（オリンピックレベ
ルのアスリートの約2倍）やトレーニング時の走
速度の速さに驚く声が上がっていた。また、ヒトに
おいて16%や18%という酸素濃度（標高2000 mや
1400 mに相当）はそこまで過酷な低酸素環境では
なく、トレーニング量も少ない（2分間×週3回）に
もかかわらず、4週間で5%近く体重が減ってしま
うことにも驚いているようであった（食欲不振に
関しては、マスクの中にニンジンを入れたらいい
んじゃないの？という貴重なアドバイスもいただ
いた）。その他に、「4週間以上トレーニングした
ら、もっと効くと思うか？」という質問があり、そ
れに対しては「そもそもトレーニング期間として
は4週間というのはあまり長くないため、低酸素

に適応できるウマであれば効くと思うが、個体差
があるため、その辺りは慎重に見極める必要があ
る」と答えた。

○(+)-エピカテキンはラットの運動パフォーマン
ス向上につながるミトコンドリア新生を刺激する
Israel Ramirez-Sanchezら（カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校）
　(+)-エピカテキンはカカオやガラナのような天
然産物に含まれる希少なフラバノ̶ルである。演
者らのグループは以前、(+)-エピカテキンが肥満/
インスリン抵抗性マウスの代謝プロファイルに良
い影響を与えることを公表している。その先行研
究では、効果のピークは用量が0.1-0.3 mg/kg/day
のときに現れており、フラバノ̶ルがミトコンド
リア新生に関与した可能性が示唆されたが、詳細
なメカニズムは不明のままである。
　10ヶ月齢の雄マウスに(+)-エピカテキン（0.1, 
0.3, 1 mg/kg/day）、水（コントロール群）または(-)-
エピカテキン（1 mg/kg/day；多くの先行研究は鏡
像異性体である(-)-エピカテキンについて実施さ
れているため、陽性コントロールとして参照）を2
週間投与し、運動能力（トレッドミルテスト）と腓
腹筋のミトコンドリア新生に関わる因子への(+)-
エピカテキンの効果を調べた。
　(-)-エピカテキン1mg群のトレッドミルでの走
行距離はコントロール群に比べ増加していた。(+)-
エピカテキン0.3mg群の運動能力の増加は(-)-エピ
カテキン1mg群と同様であり、(+)-エピカテキン
1mg群の運動能力はさらに30%近く増加してい
た。骨格筋のAMP活性化プロテインキナーゼ

（AMPK）の活性やPGC-1αタンパク質量の測定で
は、(+)-エピカテキン0.1mgおよび0.3mg群と(-)-エ
ピカテキン1mg群は同様の変化があり、(+)-エピカ
テキン1mg群は(-)-エピカテキン1mg群に比べて
さらなる効果（AMPK活性が40%増、PGC-1αが
75%増）があった。これらの結果から、(+)-エピカテ
キンはミトコンドリア新生に関わるシグナル伝達
経路を用量依存性に活性化することが示唆され
た。(+)-エピカテキンは、鏡像異性体である(-)-エピ
カテキンに比べて低用量でミトコンドリア新生を
より効果的に刺激でき、この効果がトレッドミル

テストでの運動能力向上につながったと考えられ
る。
　AMPKやPGC-1αは、ミトコンドリア新生に関わ
るマスターレギュレーターである。通常の運動ト
レーニングにおいて、これらのレギュレーターの
活性化もしくは増殖がミトコンドリア機能の向上
につながり、その結果として持久的運動能力が改
善する。サラブレッドの競走能力を考える上で持
久的運動能力をどのように効率的に向上させるか
は重要なポイントであり、エピカテキンは近い将
来サラブレッドにおける効果を検証してみたいサ
プリメントの一つである。

○高強度インターバル運動後の筋線維タイプ特異
的なAMPKの活性化

James R. Bagleyら（サンフランシスコ州立大学） 
　AMP活性化プロテインキナーゼ（AMPK）は急性
運動や絶食のときに活性化する細胞代謝のレギュ
レーターである。ヒトの先行研究では筋線維タイ
プが混在したバイオプシーサンプルでAMPKを解
析しているが、近年AMPKの特性はミオシン重鎖
タイプ（すなわち速筋か遅筋か）に依存しているこ
とが報告されている。この研究の目的は、高強度イ
ンターバル運動後の骨格筋におけるAMPKのリン
酸化とAMPK活動のマーカーである3種類の基質

（ACC、TBC1D1およびTBC1D4）が速筋（type IIa）
と遅筋（type I）でどう違うのかを調べることであ
る。
　9名のトレーニングしている男性の大腿広筋か
ら安静時の筋バイオプシーをした後に、高強度イ
ンターバル運動（90-100%VO2max  1 .5分間
+40%VO2max 2.5分間を6セット）を実施した。運
動終了直後、90分後、180分後にも筋バイオプシー
を行った。筋線維を単離した後、筋線維タイプを特
定し、筋線維タイプ別にAMPKα, ACC, TBC1D1お
よびTBC1D4のリン酸化を定量した。
　運動直後にtype IIa線維でのみAMPKαのリン酸
化レベルは上昇し（2.1倍）、ACCのリン酸化はtype 
I線維で5.1倍、type IIa線維で8.9倍に増加した。
TBC1D1の発現自体はtype I線維に比べてtype IIa
線維の方が高かったが、リン酸化レベルはtype I線
維の方がすべての時点において高かった。逆に

TBC1D4の発現はtype IIa線維に比べてtype I線維
の方が高かったが、リン酸化レベルは、type IIa線
維の方がすべての時点において高かった。これら
の結果から、高強度インターバル運動は筋線維タ
イプ特異的にAMPKや3種類の基質のリン酸化を
引き起こすことが分かった。
　通常AMPKの活性化を調べる際には、筋サンプ
ルを丸ごとホモジネートして、ウエスタンブロッ
ティングを実施することが多い。しかし、サラブ
レッドの筋バイオプシーでよく使われる中殿筋の
筋線維タイプ比率はtype Iが14%、type IIaが46%、
type IIa/xが5%、type IIxが36%と報告されている

（Yamano et al, 2006, Res Vet Sci）一方、ヒトでよ
く用いられる太腿の外側広筋はtype Iが50%、type 
I/IIaが3%、type IIaが40%、type IIa/xが7%、type IIx
が0.4%と報告されており（Luden et al, 2008, Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol）、サラブレッド
とは筋線維構成が大きく異なる。今回の研究によ
ると、筋線維タイプによってAMPKの活性化レベ
ルがかなり異なるようなので、ヒトの研究結果を
そのままウマに外挿するのではなく、改めてウマ
のサンプルを使って実験を行う意義を再確認し
た。

○摂食時の急性熱ストレスがマウスの筋タンパク
質合成を活性化させる

Ryo Kakigiら（順天堂大学） 
　筋タンパク質のターンオーバーは栄養によって
大きく影響を受ける。演者らは以前絶食時の急性
熱ストレスが骨格筋の細胞内シグナリングに関連
したタンパク質合成を活性化することを報告して
いる。しかし、熱ストレスを受けたときの栄養状態

（絶食時もしくは摂食時）が筋タンパク質合成に与
える影響は不明なことが多い。そこで我々は急性
熱ストレスに誘導されたラパマイシン標的タンパ
ク質（mTOR：タンパク質合成に関わる重要な調節
因子）活性化および筋タンパク質合成に対する栄
養状態の影響を調べた。
　8週齢の雄マウスに熱ストレス実験の開始前6
時間絶食（絶食群）もしくは通常どおり摂食させ

（摂食群）、41℃の暑熱環境に1時間曝露した。タン
パク質合成測定のため、ヒラメ筋摘出の15分前に

麻酔下でピューロマイシンを腹腔内投与した。ヒ
ラメ筋は熱曝露前、曝露1時間後および6時間後に
摘出し、ウエスタンブロッティングを実施した。
　熱ストレス曝露1時間後のmTORのリン酸化レ
ベルは摂食群では上昇したが、絶食群では変化が
なかった。熱ストレス6時間後においてもmTORの
リン酸化レベルは絶食群より摂食群の方が高かっ
た。p70s6k（mTORの下流にあるタンパク質合成
の調節因子）のリン酸化レベルは絶食群および摂
食群ともに熱ストレス1時間後に上昇し、6時間後
には摂食群の方が絶食群より高かった。4E-BP1

（mTORの下流にあるタンパク質合成の調節因子）
のリン酸化レベルの推移もp70s6kと同様だった。
筋タンパク質合成を示すピューロマイシンラベル
されたペプチドは、熱ストレス6時間後に摂食群
で増加し、絶食群より高い値を示した。これらの結
果から、摂食時に急性熱ストレスに曝露されると、
mTORシグナルの活性化が延長することによって
筋タンパク質合成が活性化することが示唆され
た。
　筋肥大や筋タンパク質合成を促進させる主な刺
激は運動と食事（タンパク質）である。近年、この二
つの刺激を増強する因子として、食事のタイミン
グや熱ストレスなどが注目され始めている。骨格
筋を肥大させる王道は、やはりしっかりトレーニ
ングして、タンパク質を含む食事をしっかりとる
ことであるが、競走馬が運動器疾患を発症して休
養している際には、運動はほとんどできなくなり、
飼葉の量も減ることになる。そのため、休養時には
筋量が減る馬が多く、厩舎関係者を悩ませること
になる。サラブレッドに熱ストレスを負荷できる
設備は常磐リハビリセンターや函館競馬場の温泉
くらいしか思いつかないが、もし、しっかりと飼葉
を食べた後に温泉に入ることで、この実験と同様
に筋タンパク合成が活性化するのであれば、競走
馬にとっても重要な知見となりえる。

終わりに
　ACSM IPEはヨーロッパ、北米をはじめ世界各国
の運動生理研究者が多数参加する重要な学会であ
る。対象分野は、呼吸循環、代謝、筋、栄養、トレーニ
ング、遺伝、性差など多岐にわたり、運動生理に関

して多くの情報を入手できるとともに、日本にお
ける馬に関する研究をアピールする場として重要
な学会である。このような国際会議に参加し、世界
中の研究者と知識を共有し、情報を交換できたこ
とは、今後の研究を進めていく上で非常に有意義
だった。特に委託研究を依頼している神奈川大学
の北岡准教授や留学先であったゲルフ大学の
Spriet教授のグループとは有意義なディスカッ
ションを行うことができた。
　最後に今回の学会発表および実験遂行に際し
て、ご協力をいただいた総研企画調整室および運
動科学研究室の皆様に深謝いたします。

図3　カナダ留学時代の指導教官であるゲルフ大
　　  学Spriet 教授と再会

図2　発表ポスター（向井）
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ACSM Conference on Integrative Physiology of 
Exercise (ACSM IPE)とは
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上におよぶ世界最大のスポーツ医学
および運動科学の学会である。設立当初から、科
学・教育・医学を通じて健康を推進させることをス
ローガンにしている。ACSMの年次総会は、世界中
から5,000名を超えるスポーツ医学および運動科
学の専門家が集まり、2,000件以上の研究や臨床
ケーススタディが発表されている。ACSM IPEは
ACSMの分科会的位置付けの学会であり、2006年
から4年に一度開催されており、今回はアメリカ
合衆国サンディエゴで開催された。幅広い専門分
野を持つ運動生理学の中でも今回は特に、1）統合
的な運動生理学と代謝、2）骨格筋、運動、不活動と
シグリナリング、3）運動生理学におけるホットト
ピック、4）心血管に関する運動生理学に焦点を当
てていた。今大会は、8名の研究者による基調講演
および討論、48名のシンポジストによる12題のシ
ンポジウム、206題のポスター発表で構成されて
おり、数多くのハイレベルな研究が報告されてい
た。私が調べた限りでは、日本からの発表は27題
で、その内訳は日本体育大学6題、順天堂大学5題、
立命館大学4題、長崎大学3題、東京大学2題、神奈
川大学1題、日本福祉大学1題、北海道医療大学1
題、神戸大学1題、名古屋女子大学1題、山梨県1題、
JRA1題であった。

 

　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

発表演題
○低酸素トレーニングにおける酸素濃度がサラブ
レッドに与える影響
向井和隆1、大村　一1、高橋佑治1、北岡　祐2、
ジェームズ・ジョーンズ3、高橋敏之1（1 JRA競走馬
総合研究所、2神奈川大学、3カリフォルニア大学
デービス校）

【目的】中等度および軽度の低酸素下において、サ
ラブレッドに高強度トレーニングをさせた際に、
パフォーマンスや有酸素能力の向上が認められる
のかどうかを調べることを目的とした。

【材料と方法】7頭のトレーニングされていないサ
ラブレッドを用いて、ランダム化クロスオーバー
試験を実施した。酸素濃度16%（H16群）、18%（H18
群）および常酸素下（21%；N群）において、95% 
VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回4週間実施し、その後全ての群
において常酸素下で同様のトレーニングをさらに
2週間継続した。各トレーニング期間の間隔は3ヶ
月以上空け、十分なウォッシュアウト期間を確保
した。各トレーニング期の0, 4, 6週目に、常酸素下
でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オー
ルアウトまでの走行距離、VO2max、VO2maxに達す
るときの速度（VVO2max）、心拍出量、血漿乳酸濃度が 
4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）などを測定し
た。統計解析には混合モデルを用い、有意水準はP 
< 0.05とした。

【結果】0週目に比べて4週目の運動負荷試験にお
けるH16群およびH18群の走行距離（H16, +30.6%; 
H18, +19.6%; N, +6.6%）およびVVO2max（H16, +7.7%; 
H18, +5.4%; N, -0.9%）は増加し（P < 0.05）、両指標
ともH16群とN群の間に差があったが（P < 0.05）、
H18群は他の2群との間に有意差はなかった。0週
目に比べて4週目のVO2max（H16, +9.8%; H18, 
+12.8%; N, +8.8%）および最大心拍出量（H16, 
+7.8%; H18, +8.9%; N, +6.7%）は全ての群で増加し
ていたが（P < 0.05）、3群間に有意差はなかった。
また、4週目に比べて6週目の走行距離、VO2max、
VVO2max、最大心拍出量およびVLA4は全ての群におい
て変化しなかったが、3群間に有意差はなかった。

【結論】これらの結果から、低酸素トレーニングに
おける酸素濃度は16%ではパフォーマンスや有酸

素能力の指標が常酸素トレーニングに比べてより
向上するが、18%では不十分である可能性が示唆
された。また、4週間の低酸素トレーニング後に2
週間の常酸素トレーニングをしたところ、多くの
指標は低下せず、低酸素トレーニングの効果が維
持されていることが示唆された。
　ACSMはヒトの学会なので、まずはウマという
動物の最大酸素摂取量の高さ（オリンピックレベ
ルのアスリートの約2倍）やトレーニング時の走
速度の速さに驚く声が上がっていた。また、ヒトに
おいて16%や18%という酸素濃度（標高2000 mや
1400 mに相当）はそこまで過酷な低酸素環境では
なく、トレーニング量も少ない（2分間×週3回）に
もかかわらず、4週間で5%近く体重が減ってしま
うことにも驚いているようであった（食欲不振に
関しては、マスクの中にニンジンを入れたらいい
んじゃないの？という貴重なアドバイスもいただ
いた）。その他に、「4週間以上トレーニングした
ら、もっと効くと思うか？」という質問があり、そ
れに対しては「そもそもトレーニング期間として
は4週間というのはあまり長くないため、低酸素

に適応できるウマであれば効くと思うが、個体差
があるため、その辺りは慎重に見極める必要があ
る」と答えた。

○(+)-エピカテキンはラットの運動パフォーマン
ス向上につながるミトコンドリア新生を刺激する
Israel Ramirez-Sanchezら（カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校）
　(+)-エピカテキンはカカオやガラナのような天
然産物に含まれる希少なフラバノ̶ルである。演
者らのグループは以前、(+)-エピカテキンが肥満/
インスリン抵抗性マウスの代謝プロファイルに良
い影響を与えることを公表している。その先行研
究では、効果のピークは用量が0.1-0.3 mg/kg/day
のときに現れており、フラバノ̶ルがミトコンド
リア新生に関与した可能性が示唆されたが、詳細
なメカニズムは不明のままである。
　10ヶ月齢の雄マウスに(+)-エピカテキン（0.1, 
0.3, 1 mg/kg/day）、水（コントロール群）または(-)-
エピカテキン（1 mg/kg/day；多くの先行研究は鏡
像異性体である(-)-エピカテキンについて実施さ
れているため、陽性コントロールとして参照）を2
週間投与し、運動能力（トレッドミルテスト）と腓
腹筋のミトコンドリア新生に関わる因子への(+)-
エピカテキンの効果を調べた。
　(-)-エピカテキン1mg群のトレッドミルでの走
行距離はコントロール群に比べ増加していた。(+)-
エピカテキン0.3mg群の運動能力の増加は(-)-エピ
カテキン1mg群と同様であり、(+)-エピカテキン
1mg群の運動能力はさらに30%近く増加してい
た。骨格筋のAMP活性化プロテインキナーゼ

（AMPK）の活性やPGC-1αタンパク質量の測定で
は、(+)-エピカテキン0.1mgおよび0.3mg群と(-)-エ
ピカテキン1mg群は同様の変化があり、(+)-エピカ
テキン1mg群は(-)-エピカテキン1mg群に比べて
さらなる効果（AMPK活性が40%増、PGC-1αが
75%増）があった。これらの結果から、(+)-エピカテ
キンはミトコンドリア新生に関わるシグナル伝達
経路を用量依存性に活性化することが示唆され
た。(+)-エピカテキンは、鏡像異性体である(-)-エピ
カテキンに比べて低用量でミトコンドリア新生を
より効果的に刺激でき、この効果がトレッドミル

テストでの運動能力向上につながったと考えられ
る。
　AMPKやPGC-1αは、ミトコンドリア新生に関わ
るマスターレギュレーターである。通常の運動ト
レーニングにおいて、これらのレギュレーターの
活性化もしくは増殖がミトコンドリア機能の向上
につながり、その結果として持久的運動能力が改
善する。サラブレッドの競走能力を考える上で持
久的運動能力をどのように効率的に向上させるか
は重要なポイントであり、エピカテキンは近い将
来サラブレッドにおける効果を検証してみたいサ
プリメントの一つである。

○高強度インターバル運動後の筋線維タイプ特異
的なAMPKの活性化

James R. Bagleyら（サンフランシスコ州立大学） 
　AMP活性化プロテインキナーゼ（AMPK）は急性
運動や絶食のときに活性化する細胞代謝のレギュ
レーターである。ヒトの先行研究では筋線維タイ
プが混在したバイオプシーサンプルでAMPKを解
析しているが、近年AMPKの特性はミオシン重鎖
タイプ（すなわち速筋か遅筋か）に依存しているこ
とが報告されている。この研究の目的は、高強度イ
ンターバル運動後の骨格筋におけるAMPKのリン
酸化とAMPK活動のマーカーである3種類の基質

（ACC、TBC1D1およびTBC1D4）が速筋（type IIa）
と遅筋（type I）でどう違うのかを調べることであ
る。
　9名のトレーニングしている男性の大腿広筋か
ら安静時の筋バイオプシーをした後に、高強度イ
ンターバル運動（90-100%VO2max  1 .5分間
+40%VO2max 2.5分間を6セット）を実施した。運
動終了直後、90分後、180分後にも筋バイオプシー
を行った。筋線維を単離した後、筋線維タイプを特
定し、筋線維タイプ別にAMPKα, ACC, TBC1D1お
よびTBC1D4のリン酸化を定量した。
　運動直後にtype IIa線維でのみAMPKαのリン酸
化レベルは上昇し（2.1倍）、ACCのリン酸化はtype 
I線維で5.1倍、type IIa線維で8.9倍に増加した。
TBC1D1の発現自体はtype I線維に比べてtype IIa
線維の方が高かったが、リン酸化レベルはtype I線
維の方がすべての時点において高かった。逆に

TBC1D4の発現はtype IIa線維に比べてtype I線維
の方が高かったが、リン酸化レベルは、type IIa線
維の方がすべての時点において高かった。これら
の結果から、高強度インターバル運動は筋線維タ
イプ特異的にAMPKや3種類の基質のリン酸化を
引き起こすことが分かった。
　通常AMPKの活性化を調べる際には、筋サンプ
ルを丸ごとホモジネートして、ウエスタンブロッ
ティングを実施することが多い。しかし、サラブ
レッドの筋バイオプシーでよく使われる中殿筋の
筋線維タイプ比率はtype Iが14%、type IIaが46%、
type IIa/xが5%、type IIxが36%と報告されている

（Yamano et al, 2006, Res Vet Sci）一方、ヒトでよ
く用いられる太腿の外側広筋はtype Iが50%、type 
I/IIaが3%、type IIaが40%、type IIa/xが7%、type IIx
が0.4%と報告されており（Luden et al, 2008, Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol）、サラブレッド
とは筋線維構成が大きく異なる。今回の研究によ
ると、筋線維タイプによってAMPKの活性化レベ
ルがかなり異なるようなので、ヒトの研究結果を
そのままウマに外挿するのではなく、改めてウマ
のサンプルを使って実験を行う意義を再確認し
た。

○摂食時の急性熱ストレスがマウスの筋タンパク
質合成を活性化させる

Ryo Kakigiら（順天堂大学） 
　筋タンパク質のターンオーバーは栄養によって
大きく影響を受ける。演者らは以前絶食時の急性
熱ストレスが骨格筋の細胞内シグナリングに関連
したタンパク質合成を活性化することを報告して
いる。しかし、熱ストレスを受けたときの栄養状態

（絶食時もしくは摂食時）が筋タンパク質合成に与
える影響は不明なことが多い。そこで我々は急性
熱ストレスに誘導されたラパマイシン標的タンパ
ク質（mTOR：タンパク質合成に関わる重要な調節
因子）活性化および筋タンパク質合成に対する栄
養状態の影響を調べた。
　8週齢の雄マウスに熱ストレス実験の開始前6
時間絶食（絶食群）もしくは通常どおり摂食させ

（摂食群）、41℃の暑熱環境に1時間曝露した。タン
パク質合成測定のため、ヒラメ筋摘出の15分前に

麻酔下でピューロマイシンを腹腔内投与した。ヒ
ラメ筋は熱曝露前、曝露1時間後および6時間後に
摘出し、ウエスタンブロッティングを実施した。
　熱ストレス曝露1時間後のmTORのリン酸化レ
ベルは摂食群では上昇したが、絶食群では変化が
なかった。熱ストレス6時間後においてもmTORの
リン酸化レベルは絶食群より摂食群の方が高かっ
た。p70s6k（mTORの下流にあるタンパク質合成
の調節因子）のリン酸化レベルは絶食群および摂
食群ともに熱ストレス1時間後に上昇し、6時間後
には摂食群の方が絶食群より高かった。4E-BP1

（mTORの下流にあるタンパク質合成の調節因子）
のリン酸化レベルの推移もp70s6kと同様だった。
筋タンパク質合成を示すピューロマイシンラベル
されたペプチドは、熱ストレス6時間後に摂食群
で増加し、絶食群より高い値を示した。これらの結
果から、摂食時に急性熱ストレスに曝露されると、
mTORシグナルの活性化が延長することによって
筋タンパク質合成が活性化することが示唆され
た。
　筋肥大や筋タンパク質合成を促進させる主な刺
激は運動と食事（タンパク質）である。近年、この二
つの刺激を増強する因子として、食事のタイミン
グや熱ストレスなどが注目され始めている。骨格
筋を肥大させる王道は、やはりしっかりトレーニ
ングして、タンパク質を含む食事をしっかりとる
ことであるが、競走馬が運動器疾患を発症して休
養している際には、運動はほとんどできなくなり、
飼葉の量も減ることになる。そのため、休養時には
筋量が減る馬が多く、厩舎関係者を悩ませること
になる。サラブレッドに熱ストレスを負荷できる
設備は常磐リハビリセンターや函館競馬場の温泉
くらいしか思いつかないが、もし、しっかりと飼葉
を食べた後に温泉に入ることで、この実験と同様
に筋タンパク合成が活性化するのであれば、競走
馬にとっても重要な知見となりえる。

終わりに
　ACSM IPEはヨーロッパ、北米をはじめ世界各国
の運動生理研究者が多数参加する重要な学会であ
る。対象分野は、呼吸循環、代謝、筋、栄養、トレーニ
ング、遺伝、性差など多岐にわたり、運動生理に関

して多くの情報を入手できるとともに、日本にお
ける馬に関する研究をアピールする場として重要
な学会である。このような国際会議に参加し、世界
中の研究者と知識を共有し、情報を交換できたこ
とは、今後の研究を進めていく上で非常に有意義
だった。特に委託研究を依頼している神奈川大学
の北岡准教授や留学先であったゲルフ大学の
Spriet教授のグループとは有意義なディスカッ
ションを行うことができた。
　最後に今回の学会発表および実験遂行に際し
て、ご協力をいただいた総研企画調整室および運
動科学研究室の皆様に深謝いたします。
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ACSM Conference on Integrative Physiology of 
Exercise (ACSM IPE)とは
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上におよぶ世界最大のスポーツ医学
および運動科学の学会である。設立当初から、科
学・教育・医学を通じて健康を推進させることをス
ローガンにしている。ACSMの年次総会は、世界中
から5,000名を超えるスポーツ医学および運動科
学の専門家が集まり、2,000件以上の研究や臨床
ケーススタディが発表されている。ACSM IPEは
ACSMの分科会的位置付けの学会であり、2006年
から4年に一度開催されており、今回はアメリカ
合衆国サンディエゴで開催された。幅広い専門分
野を持つ運動生理学の中でも今回は特に、1）統合
的な運動生理学と代謝、2）骨格筋、運動、不活動と
シグリナリング、3）運動生理学におけるホットト
ピック、4）心血管に関する運動生理学に焦点を当
てていた。今大会は、8名の研究者による基調講演
および討論、48名のシンポジストによる12題のシ
ンポジウム、206題のポスター発表で構成されて
おり、数多くのハイレベルな研究が報告されてい
た。私が調べた限りでは、日本からの発表は27題
で、その内訳は日本体育大学6題、順天堂大学5題、
立命館大学4題、長崎大学3題、東京大学2題、神奈
川大学1題、日本福祉大学1題、北海道医療大学1
題、神戸大学1題、名古屋女子大学1題、山梨県1題、
JRA1題であった。

 

　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

発表演題
○低酸素トレーニングにおける酸素濃度がサラブ
レッドに与える影響
向井和隆1、大村　一1、高橋佑治1、北岡　祐2、
ジェームズ・ジョーンズ3、高橋敏之1（1 JRA競走馬
総合研究所、2神奈川大学、3カリフォルニア大学
デービス校）

【目的】中等度および軽度の低酸素下において、サ
ラブレッドに高強度トレーニングをさせた際に、
パフォーマンスや有酸素能力の向上が認められる
のかどうかを調べることを目的とした。

【材料と方法】7頭のトレーニングされていないサ
ラブレッドを用いて、ランダム化クロスオーバー
試験を実施した。酸素濃度16%（H16群）、18%（H18
群）および常酸素下（21%；N群）において、95% 
VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回4週間実施し、その後全ての群
において常酸素下で同様のトレーニングをさらに
2週間継続した。各トレーニング期間の間隔は3ヶ
月以上空け、十分なウォッシュアウト期間を確保
した。各トレーニング期の0, 4, 6週目に、常酸素下
でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オー
ルアウトまでの走行距離、VO2max、VO2maxに達す
るときの速度（VVO2max）、心拍出量、血漿乳酸濃度が 
4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）などを測定し
た。統計解析には混合モデルを用い、有意水準はP 
< 0.05とした。

【結果】0週目に比べて4週目の運動負荷試験にお
けるH16群およびH18群の走行距離（H16, +30.6%; 
H18, +19.6%; N, +6.6%）およびVVO2max（H16, +7.7%; 
H18, +5.4%; N, -0.9%）は増加し（P < 0.05）、両指標
ともH16群とN群の間に差があったが（P < 0.05）、
H18群は他の2群との間に有意差はなかった。0週
目に比べて4週目のVO2max（H16, +9.8%; H18, 
+12.8%; N, +8.8%）および最大心拍出量（H16, 
+7.8%; H18, +8.9%; N, +6.7%）は全ての群で増加し
ていたが（P < 0.05）、3群間に有意差はなかった。
また、4週目に比べて6週目の走行距離、VO2max、
VVO2max、最大心拍出量およびVLA4は全ての群におい
て変化しなかったが、3群間に有意差はなかった。

【結論】これらの結果から、低酸素トレーニングに
おける酸素濃度は16%ではパフォーマンスや有酸

素能力の指標が常酸素トレーニングに比べてより
向上するが、18%では不十分である可能性が示唆
された。また、4週間の低酸素トレーニング後に2
週間の常酸素トレーニングをしたところ、多くの
指標は低下せず、低酸素トレーニングの効果が維
持されていることが示唆された。
　ACSMはヒトの学会なので、まずはウマという
動物の最大酸素摂取量の高さ（オリンピックレベ
ルのアスリートの約2倍）やトレーニング時の走
速度の速さに驚く声が上がっていた。また、ヒトに
おいて16%や18%という酸素濃度（標高2000 mや
1400 mに相当）はそこまで過酷な低酸素環境では
なく、トレーニング量も少ない（2分間×週3回）に
もかかわらず、4週間で5%近く体重が減ってしま
うことにも驚いているようであった（食欲不振に
関しては、マスクの中にニンジンを入れたらいい
んじゃないの？という貴重なアドバイスもいただ
いた）。その他に、「4週間以上トレーニングした
ら、もっと効くと思うか？」という質問があり、そ
れに対しては「そもそもトレーニング期間として
は4週間というのはあまり長くないため、低酸素

に適応できるウマであれば効くと思うが、個体差
があるため、その辺りは慎重に見極める必要があ
る」と答えた。

○(+)-エピカテキンはラットの運動パフォーマン
ス向上につながるミトコンドリア新生を刺激する
Israel Ramirez-Sanchezら（カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校）
　(+)-エピカテキンはカカオやガラナのような天
然産物に含まれる希少なフラバノ̶ルである。演
者らのグループは以前、(+)-エピカテキンが肥満/
インスリン抵抗性マウスの代謝プロファイルに良
い影響を与えることを公表している。その先行研
究では、効果のピークは用量が0.1-0.3 mg/kg/day
のときに現れており、フラバノ̶ルがミトコンド
リア新生に関与した可能性が示唆されたが、詳細
なメカニズムは不明のままである。
　10ヶ月齢の雄マウスに(+)-エピカテキン（0.1, 
0.3, 1 mg/kg/day）、水（コントロール群）または(-)-
エピカテキン（1 mg/kg/day；多くの先行研究は鏡
像異性体である(-)-エピカテキンについて実施さ
れているため、陽性コントロールとして参照）を2
週間投与し、運動能力（トレッドミルテスト）と腓
腹筋のミトコンドリア新生に関わる因子への(+)-
エピカテキンの効果を調べた。
　(-)-エピカテキン1mg群のトレッドミルでの走
行距離はコントロール群に比べ増加していた。(+)-
エピカテキン0.3mg群の運動能力の増加は(-)-エピ
カテキン1mg群と同様であり、(+)-エピカテキン
1mg群の運動能力はさらに30%近く増加してい
た。骨格筋のAMP活性化プロテインキナーゼ

（AMPK）の活性やPGC-1αタンパク質量の測定で
は、(+)-エピカテキン0.1mgおよび0.3mg群と(-)-エ
ピカテキン1mg群は同様の変化があり、(+)-エピカ
テキン1mg群は(-)-エピカテキン1mg群に比べて
さらなる効果（AMPK活性が40%増、PGC-1αが
75%増）があった。これらの結果から、(+)-エピカテ
キンはミトコンドリア新生に関わるシグナル伝達
経路を用量依存性に活性化することが示唆され
た。(+)-エピカテキンは、鏡像異性体である(-)-エピ
カテキンに比べて低用量でミトコンドリア新生を
より効果的に刺激でき、この効果がトレッドミル

テストでの運動能力向上につながったと考えられ
る。
　AMPKやPGC-1αは、ミトコンドリア新生に関わ
るマスターレギュレーターである。通常の運動ト
レーニングにおいて、これらのレギュレーターの
活性化もしくは増殖がミトコンドリア機能の向上
につながり、その結果として持久的運動能力が改
善する。サラブレッドの競走能力を考える上で持
久的運動能力をどのように効率的に向上させるか
は重要なポイントであり、エピカテキンは近い将
来サラブレッドにおける効果を検証してみたいサ
プリメントの一つである。

○高強度インターバル運動後の筋線維タイプ特異
的なAMPKの活性化

James R. Bagleyら（サンフランシスコ州立大学） 
　AMP活性化プロテインキナーゼ（AMPK）は急性
運動や絶食のときに活性化する細胞代謝のレギュ
レーターである。ヒトの先行研究では筋線維タイ
プが混在したバイオプシーサンプルでAMPKを解
析しているが、近年AMPKの特性はミオシン重鎖
タイプ（すなわち速筋か遅筋か）に依存しているこ
とが報告されている。この研究の目的は、高強度イ
ンターバル運動後の骨格筋におけるAMPKのリン
酸化とAMPK活動のマーカーである3種類の基質

（ACC、TBC1D1およびTBC1D4）が速筋（type IIa）
と遅筋（type I）でどう違うのかを調べることであ
る。
　9名のトレーニングしている男性の大腿広筋か
ら安静時の筋バイオプシーをした後に、高強度イ
ンターバル運動（90-100%VO2max  1 .5分間
+40%VO2max 2.5分間を6セット）を実施した。運
動終了直後、90分後、180分後にも筋バイオプシー
を行った。筋線維を単離した後、筋線維タイプを特
定し、筋線維タイプ別にAMPKα, ACC, TBC1D1お
よびTBC1D4のリン酸化を定量した。
　運動直後にtype IIa線維でのみAMPKαのリン酸
化レベルは上昇し（2.1倍）、ACCのリン酸化はtype 
I線維で5.1倍、type IIa線維で8.9倍に増加した。
TBC1D1の発現自体はtype I線維に比べてtype IIa
線維の方が高かったが、リン酸化レベルはtype I線
維の方がすべての時点において高かった。逆に

TBC1D4の発現はtype IIa線維に比べてtype I線維
の方が高かったが、リン酸化レベルは、type IIa線
維の方がすべての時点において高かった。これら
の結果から、高強度インターバル運動は筋線維タ
イプ特異的にAMPKや3種類の基質のリン酸化を
引き起こすことが分かった。
　通常AMPKの活性化を調べる際には、筋サンプ
ルを丸ごとホモジネートして、ウエスタンブロッ
ティングを実施することが多い。しかし、サラブ
レッドの筋バイオプシーでよく使われる中殿筋の
筋線維タイプ比率はtype Iが14%、type IIaが46%、
type IIa/xが5%、type IIxが36%と報告されている

（Yamano et al, 2006, Res Vet Sci）一方、ヒトでよ
く用いられる太腿の外側広筋はtype Iが50%、type 
I/IIaが3%、type IIaが40%、type IIa/xが7%、type IIx
が0.4%と報告されており（Luden et al, 2008, Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol）、サラブレッド
とは筋線維構成が大きく異なる。今回の研究によ
ると、筋線維タイプによってAMPKの活性化レベ
ルがかなり異なるようなので、ヒトの研究結果を
そのままウマに外挿するのではなく、改めてウマ
のサンプルを使って実験を行う意義を再確認し
た。

○摂食時の急性熱ストレスがマウスの筋タンパク
質合成を活性化させる

Ryo Kakigiら（順天堂大学） 
　筋タンパク質のターンオーバーは栄養によって
大きく影響を受ける。演者らは以前絶食時の急性
熱ストレスが骨格筋の細胞内シグナリングに関連
したタンパク質合成を活性化することを報告して
いる。しかし、熱ストレスを受けたときの栄養状態

（絶食時もしくは摂食時）が筋タンパク質合成に与
える影響は不明なことが多い。そこで我々は急性
熱ストレスに誘導されたラパマイシン標的タンパ
ク質（mTOR：タンパク質合成に関わる重要な調節
因子）活性化および筋タンパク質合成に対する栄
養状態の影響を調べた。
　8週齢の雄マウスに熱ストレス実験の開始前6
時間絶食（絶食群）もしくは通常どおり摂食させ

（摂食群）、41℃の暑熱環境に1時間曝露した。タン
パク質合成測定のため、ヒラメ筋摘出の15分前に

麻酔下でピューロマイシンを腹腔内投与した。ヒ
ラメ筋は熱曝露前、曝露1時間後および6時間後に
摘出し、ウエスタンブロッティングを実施した。
　熱ストレス曝露1時間後のmTORのリン酸化レ
ベルは摂食群では上昇したが、絶食群では変化が
なかった。熱ストレス6時間後においてもmTORの
リン酸化レベルは絶食群より摂食群の方が高かっ
た。p70s6k（mTORの下流にあるタンパク質合成
の調節因子）のリン酸化レベルは絶食群および摂
食群ともに熱ストレス1時間後に上昇し、6時間後
には摂食群の方が絶食群より高かった。4E-BP1

（mTORの下流にあるタンパク質合成の調節因子）
のリン酸化レベルの推移もp70s6kと同様だった。
筋タンパク質合成を示すピューロマイシンラベル
されたペプチドは、熱ストレス6時間後に摂食群
で増加し、絶食群より高い値を示した。これらの結
果から、摂食時に急性熱ストレスに曝露されると、
mTORシグナルの活性化が延長することによって
筋タンパク質合成が活性化することが示唆され
た。
　筋肥大や筋タンパク質合成を促進させる主な刺
激は運動と食事（タンパク質）である。近年、この二
つの刺激を増強する因子として、食事のタイミン
グや熱ストレスなどが注目され始めている。骨格
筋を肥大させる王道は、やはりしっかりトレーニ
ングして、タンパク質を含む食事をしっかりとる
ことであるが、競走馬が運動器疾患を発症して休
養している際には、運動はほとんどできなくなり、
飼葉の量も減ることになる。そのため、休養時には
筋量が減る馬が多く、厩舎関係者を悩ませること
になる。サラブレッドに熱ストレスを負荷できる
設備は常磐リハビリセンターや函館競馬場の温泉
くらいしか思いつかないが、もし、しっかりと飼葉
を食べた後に温泉に入ることで、この実験と同様
に筋タンパク合成が活性化するのであれば、競走
馬にとっても重要な知見となりえる。

終わりに
　ACSM IPEはヨーロッパ、北米をはじめ世界各国
の運動生理研究者が多数参加する重要な学会であ
る。対象分野は、呼吸循環、代謝、筋、栄養、トレーニ
ング、遺伝、性差など多岐にわたり、運動生理に関

して多くの情報を入手できるとともに、日本にお
ける馬に関する研究をアピールする場として重要
な学会である。このような国際会議に参加し、世界
中の研究者と知識を共有し、情報を交換できたこ
とは、今後の研究を進めていく上で非常に有意義
だった。特に委託研究を依頼している神奈川大学
の北岡准教授や留学先であったゲルフ大学の
Spriet教授のグループとは有意義なディスカッ
ションを行うことができた。
　最後に今回の学会発表および実験遂行に際し
て、ご協力をいただいた総研企画調整室および運
動科学研究室の皆様に深謝いたします。
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ACSM Conference on Integrative Physiology of 
Exercise (ACSM IPE)とは
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上におよぶ世界最大のスポーツ医学
および運動科学の学会である。設立当初から、科
学・教育・医学を通じて健康を推進させることをス
ローガンにしている。ACSMの年次総会は、世界中
から5,000名を超えるスポーツ医学および運動科
学の専門家が集まり、2,000件以上の研究や臨床
ケーススタディが発表されている。ACSM IPEは
ACSMの分科会的位置付けの学会であり、2006年
から4年に一度開催されており、今回はアメリカ
合衆国サンディエゴで開催された。幅広い専門分
野を持つ運動生理学の中でも今回は特に、1）統合
的な運動生理学と代謝、2）骨格筋、運動、不活動と
シグリナリング、3）運動生理学におけるホットト
ピック、4）心血管に関する運動生理学に焦点を当
てていた。今大会は、8名の研究者による基調講演
および討論、48名のシンポジストによる12題のシ
ンポジウム、206題のポスター発表で構成されて
おり、数多くのハイレベルな研究が報告されてい
た。私が調べた限りでは、日本からの発表は27題
で、その内訳は日本体育大学6題、順天堂大学5題、
立命館大学4題、長崎大学3題、東京大学2題、神奈
川大学1題、日本福祉大学1題、北海道医療大学1
題、神戸大学1題、名古屋女子大学1題、山梨県1題、
JRA1題であった。

 

　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

発表演題
○低酸素トレーニングにおける酸素濃度がサラブ
レッドに与える影響
向井和隆1、大村　一1、高橋佑治1、北岡　祐2、
ジェームズ・ジョーンズ3、高橋敏之1（1 JRA競走馬
総合研究所、2神奈川大学、3カリフォルニア大学
デービス校）

【目的】中等度および軽度の低酸素下において、サ
ラブレッドに高強度トレーニングをさせた際に、
パフォーマンスや有酸素能力の向上が認められる
のかどうかを調べることを目的とした。

【材料と方法】7頭のトレーニングされていないサ
ラブレッドを用いて、ランダム化クロスオーバー
試験を実施した。酸素濃度16%（H16群）、18%（H18
群）および常酸素下（21%；N群）において、95% 
VO2maxの強度で2分間走行するトレッドミルト
レーニングを週3回4週間実施し、その後全ての群
において常酸素下で同様のトレーニングをさらに
2週間継続した。各トレーニング期間の間隔は3ヶ
月以上空け、十分なウォッシュアウト期間を確保
した。各トレーニング期の0, 4, 6週目に、常酸素下
でトレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オー
ルアウトまでの走行距離、VO2max、VO2maxに達す
るときの速度（VVO2max）、心拍出量、血漿乳酸濃度が 
4 mmol/Lに達するときの速度（VLA4）などを測定し
た。統計解析には混合モデルを用い、有意水準はP 
< 0.05とした。

【結果】0週目に比べて4週目の運動負荷試験にお
けるH16群およびH18群の走行距離（H16, +30.6%; 
H18, +19.6%; N, +6.6%）およびVVO2max（H16, +7.7%; 
H18, +5.4%; N, -0.9%）は増加し（P < 0.05）、両指標
ともH16群とN群の間に差があったが（P < 0.05）、
H18群は他の2群との間に有意差はなかった。0週
目に比べて4週目のVO2max（H16, +9.8%; H18, 
+12.8%; N, +8.8%）および最大心拍出量（H16, 
+7.8%; H18, +8.9%; N, +6.7%）は全ての群で増加し
ていたが（P < 0.05）、3群間に有意差はなかった。
また、4週目に比べて6週目の走行距離、VO2max、
VVO2max、最大心拍出量およびVLA4は全ての群におい
て変化しなかったが、3群間に有意差はなかった。

【結論】これらの結果から、低酸素トレーニングに
おける酸素濃度は16%ではパフォーマンスや有酸

素能力の指標が常酸素トレーニングに比べてより
向上するが、18%では不十分である可能性が示唆
された。また、4週間の低酸素トレーニング後に2
週間の常酸素トレーニングをしたところ、多くの
指標は低下せず、低酸素トレーニングの効果が維
持されていることが示唆された。
　ACSMはヒトの学会なので、まずはウマという
動物の最大酸素摂取量の高さ（オリンピックレベ
ルのアスリートの約2倍）やトレーニング時の走
速度の速さに驚く声が上がっていた。また、ヒトに
おいて16%や18%という酸素濃度（標高2000 mや
1400 mに相当）はそこまで過酷な低酸素環境では
なく、トレーニング量も少ない（2分間×週3回）に
もかかわらず、4週間で5%近く体重が減ってしま
うことにも驚いているようであった（食欲不振に
関しては、マスクの中にニンジンを入れたらいい
んじゃないの？という貴重なアドバイスもいただ
いた）。その他に、「4週間以上トレーニングした
ら、もっと効くと思うか？」という質問があり、そ
れに対しては「そもそもトレーニング期間として
は4週間というのはあまり長くないため、低酸素

に適応できるウマであれば効くと思うが、個体差
があるため、その辺りは慎重に見極める必要があ
る」と答えた。

○(+)-エピカテキンはラットの運動パフォーマン
ス向上につながるミトコンドリア新生を刺激する
Israel Ramirez-Sanchezら（カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校）
　(+)-エピカテキンはカカオやガラナのような天
然産物に含まれる希少なフラバノ̶ルである。演
者らのグループは以前、(+)-エピカテキンが肥満/
インスリン抵抗性マウスの代謝プロファイルに良
い影響を与えることを公表している。その先行研
究では、効果のピークは用量が0.1-0.3 mg/kg/day
のときに現れており、フラバノ̶ルがミトコンド
リア新生に関与した可能性が示唆されたが、詳細
なメカニズムは不明のままである。
　10ヶ月齢の雄マウスに(+)-エピカテキン（0.1, 
0.3, 1 mg/kg/day）、水（コントロール群）または(-)-
エピカテキン（1 mg/kg/day；多くの先行研究は鏡
像異性体である(-)-エピカテキンについて実施さ
れているため、陽性コントロールとして参照）を2
週間投与し、運動能力（トレッドミルテスト）と腓
腹筋のミトコンドリア新生に関わる因子への(+)-
エピカテキンの効果を調べた。
　(-)-エピカテキン1mg群のトレッドミルでの走
行距離はコントロール群に比べ増加していた。(+)-
エピカテキン0.3mg群の運動能力の増加は(-)-エピ
カテキン1mg群と同様であり、(+)-エピカテキン
1mg群の運動能力はさらに30%近く増加してい
た。骨格筋のAMP活性化プロテインキナーゼ

（AMPK）の活性やPGC-1αタンパク質量の測定で
は、(+)-エピカテキン0.1mgおよび0.3mg群と(-)-エ
ピカテキン1mg群は同様の変化があり、(+)-エピカ
テキン1mg群は(-)-エピカテキン1mg群に比べて
さらなる効果（AMPK活性が40%増、PGC-1αが
75%増）があった。これらの結果から、(+)-エピカテ
キンはミトコンドリア新生に関わるシグナル伝達
経路を用量依存性に活性化することが示唆され
た。(+)-エピカテキンは、鏡像異性体である(-)-エピ
カテキンに比べて低用量でミトコンドリア新生を
より効果的に刺激でき、この効果がトレッドミル

テストでの運動能力向上につながったと考えられ
る。
　AMPKやPGC-1αは、ミトコンドリア新生に関わ
るマスターレギュレーターである。通常の運動ト
レーニングにおいて、これらのレギュレーターの
活性化もしくは増殖がミトコンドリア機能の向上
につながり、その結果として持久的運動能力が改
善する。サラブレッドの競走能力を考える上で持
久的運動能力をどのように効率的に向上させるか
は重要なポイントであり、エピカテキンは近い将
来サラブレッドにおける効果を検証してみたいサ
プリメントの一つである。

○高強度インターバル運動後の筋線維タイプ特異
的なAMPKの活性化

James R. Bagleyら（サンフランシスコ州立大学） 
　AMP活性化プロテインキナーゼ（AMPK）は急性
運動や絶食のときに活性化する細胞代謝のレギュ
レーターである。ヒトの先行研究では筋線維タイ
プが混在したバイオプシーサンプルでAMPKを解
析しているが、近年AMPKの特性はミオシン重鎖
タイプ（すなわち速筋か遅筋か）に依存しているこ
とが報告されている。この研究の目的は、高強度イ
ンターバル運動後の骨格筋におけるAMPKのリン
酸化とAMPK活動のマーカーである3種類の基質

（ACC、TBC1D1およびTBC1D4）が速筋（type IIa）
と遅筋（type I）でどう違うのかを調べることであ
る。
　9名のトレーニングしている男性の大腿広筋か
ら安静時の筋バイオプシーをした後に、高強度イ
ンターバル運動（90-100%VO2max  1 .5分間
+40%VO2max 2.5分間を6セット）を実施した。運
動終了直後、90分後、180分後にも筋バイオプシー
を行った。筋線維を単離した後、筋線維タイプを特
定し、筋線維タイプ別にAMPKα, ACC, TBC1D1お
よびTBC1D4のリン酸化を定量した。
　運動直後にtype IIa線維でのみAMPKαのリン酸
化レベルは上昇し（2.1倍）、ACCのリン酸化はtype 
I線維で5.1倍、type IIa線維で8.9倍に増加した。
TBC1D1の発現自体はtype I線維に比べてtype IIa
線維の方が高かったが、リン酸化レベルはtype I線
維の方がすべての時点において高かった。逆に

TBC1D4の発現はtype IIa線維に比べてtype I線維
の方が高かったが、リン酸化レベルは、type IIa線
維の方がすべての時点において高かった。これら
の結果から、高強度インターバル運動は筋線維タ
イプ特異的にAMPKや3種類の基質のリン酸化を
引き起こすことが分かった。
　通常AMPKの活性化を調べる際には、筋サンプ
ルを丸ごとホモジネートして、ウエスタンブロッ
ティングを実施することが多い。しかし、サラブ
レッドの筋バイオプシーでよく使われる中殿筋の
筋線維タイプ比率はtype Iが14%、type IIaが46%、
type IIa/xが5%、type IIxが36%と報告されている

（Yamano et al, 2006, Res Vet Sci）一方、ヒトでよ
く用いられる太腿の外側広筋はtype Iが50%、type 
I/IIaが3%、type IIaが40%、type IIa/xが7%、type IIx
が0.4%と報告されており（Luden et al, 2008, Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol）、サラブレッド
とは筋線維構成が大きく異なる。今回の研究によ
ると、筋線維タイプによってAMPKの活性化レベ
ルがかなり異なるようなので、ヒトの研究結果を
そのままウマに外挿するのではなく、改めてウマ
のサンプルを使って実験を行う意義を再確認し
た。

○摂食時の急性熱ストレスがマウスの筋タンパク
質合成を活性化させる

Ryo Kakigiら（順天堂大学） 
　筋タンパク質のターンオーバーは栄養によって
大きく影響を受ける。演者らは以前絶食時の急性
熱ストレスが骨格筋の細胞内シグナリングに関連
したタンパク質合成を活性化することを報告して
いる。しかし、熱ストレスを受けたときの栄養状態

（絶食時もしくは摂食時）が筋タンパク質合成に与
える影響は不明なことが多い。そこで我々は急性
熱ストレスに誘導されたラパマイシン標的タンパ
ク質（mTOR：タンパク質合成に関わる重要な調節
因子）活性化および筋タンパク質合成に対する栄
養状態の影響を調べた。
　8週齢の雄マウスに熱ストレス実験の開始前6
時間絶食（絶食群）もしくは通常どおり摂食させ

（摂食群）、41℃の暑熱環境に1時間曝露した。タン
パク質合成測定のため、ヒラメ筋摘出の15分前に

麻酔下でピューロマイシンを腹腔内投与した。ヒ
ラメ筋は熱曝露前、曝露1時間後および6時間後に
摘出し、ウエスタンブロッティングを実施した。
　熱ストレス曝露1時間後のmTORのリン酸化レ
ベルは摂食群では上昇したが、絶食群では変化が
なかった。熱ストレス6時間後においてもmTORの
リン酸化レベルは絶食群より摂食群の方が高かっ
た。p70s6k（mTORの下流にあるタンパク質合成
の調節因子）のリン酸化レベルは絶食群および摂
食群ともに熱ストレス1時間後に上昇し、6時間後
には摂食群の方が絶食群より高かった。4E-BP1

（mTORの下流にあるタンパク質合成の調節因子）
のリン酸化レベルの推移もp70s6kと同様だった。
筋タンパク質合成を示すピューロマイシンラベル
されたペプチドは、熱ストレス6時間後に摂食群
で増加し、絶食群より高い値を示した。これらの結
果から、摂食時に急性熱ストレスに曝露されると、
mTORシグナルの活性化が延長することによって
筋タンパク質合成が活性化することが示唆され
た。
　筋肥大や筋タンパク質合成を促進させる主な刺
激は運動と食事（タンパク質）である。近年、この二
つの刺激を増強する因子として、食事のタイミン
グや熱ストレスなどが注目され始めている。骨格
筋を肥大させる王道は、やはりしっかりトレーニ
ングして、タンパク質を含む食事をしっかりとる
ことであるが、競走馬が運動器疾患を発症して休
養している際には、運動はほとんどできなくなり、
飼葉の量も減ることになる。そのため、休養時には
筋量が減る馬が多く、厩舎関係者を悩ませること
になる。サラブレッドに熱ストレスを負荷できる
設備は常磐リハビリセンターや函館競馬場の温泉
くらいしか思いつかないが、もし、しっかりと飼葉
を食べた後に温泉に入ることで、この実験と同様
に筋タンパク合成が活性化するのであれば、競走
馬にとっても重要な知見となりえる。

終わりに
　ACSM IPEはヨーロッパ、北米をはじめ世界各国
の運動生理研究者が多数参加する重要な学会であ
る。対象分野は、呼吸循環、代謝、筋、栄養、トレーニ
ング、遺伝、性差など多岐にわたり、運動生理に関

して多くの情報を入手できるとともに、日本にお
ける馬に関する研究をアピールする場として重要
な学会である。このような国際会議に参加し、世界
中の研究者と知識を共有し、情報を交換できたこ
とは、今後の研究を進めていく上で非常に有意義
だった。特に委託研究を依頼している神奈川大学
の北岡准教授や留学先であったゲルフ大学の
Spriet教授のグループとは有意義なディスカッ
ションを行うことができた。
　最後に今回の学会発表および実験遂行に際し
て、ご協力をいただいた総研企画調整室および運
動科学研究室の皆様に深謝いたします。

図4　学会プログラム
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学 会 報 告

第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国際シンポジウム
（6th International  Symposium）に参加して

競走馬総合研究所　微生物研究室　丹羽秀和

　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

写真1

写真2

C. difficile
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difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。
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　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
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重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
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　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
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typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
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がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。
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infection model
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疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。

写真3
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　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。
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　第6回クロストリジオイデス・ディフィシル国
際シンポジウム（6th International C.  difficile 
Symposium：ICDS）（写真1）は、世界中のC. difficile
の研究者が一同に会するシンポジウムであり、第
3回以降、スロベニア共和国のブレッド（写真2）で
3年に１回のペースで開催されている。今回は世
界37の国と地域から220名以上の研究者が参加
し、招待講演が17題、口頭発表が18題、ポスター発
表が106題と基礎から臨床までを含む様々な分野
からの発表が行われた。
　C. difficileは、人では医療関連感染による下痢症

の主要な原因菌としてよく知られ、CDCによる大
規模な調査によって米国では１年間（2011年）に
45.3万件の発生と2.9万人の死亡に関与している
ことが報告された。本シンポジウムではヒトに対
するC. difficileの病原性、疫学、免疫学、診断および
治療といった様々な視点からの研究報告が行われ
た。また、「One health (人の健康を守るためには動
物や環境にも目を配って取り組む必要があるとい
う概念)」の視点から、動物や環境でのC. difficileの
汚染状況を調査した報告も複数認められた。今回
のシンポジウムでは、前回（2015年）話題となった
糞便細菌叢移植（fecal microflora transplantation: 
FMT）治療や近年導入された遺伝子検査（NAAT）
について賛成派と反対派の研究者がそれぞれ持論
を展開して講演し、フロアからもどちらの意見に
賛成かを挙手によって意見を募る新しい取り組み
も行われていた。また、ワクチンや新規抗菌薬、新
たに実用化されたベズトロクスマブ（抗C. difficile
トキシンBモノクローナル抗体）に関する講演もあ

り、ヒト医療においても未だ治療法・予防法の開発
がいかに重要であるかを改めて感じる機会となっ
た。研究の遅れている馬医療においてもこれらの
成果をいかに馬のCDIの治療に活用するかが課題
であると考えられた。
　ここでは、まずヒト医療におけるC. difficile感染
症（CDI）治療・予防のトピックスについてその概要
を報告する。

トピックス
　ヒト医療におけるCDIは、治療または予防法とし
て以下に挙げる様々な方法が開発・検討されてい
る。
1. 抗菌薬治療
　CDIの治療にはメトロニダゾールやバンコマイ
シンなどが第一選択薬として使用されているが、
約25%の症例で再発が認められ大きな問題となっ
ていることから、根治を目指した治療法の確立が
求められている現状にある。本シンポジウムでは、
最新の抗菌薬であるフィダキソマイシン（日本で
は2018年7月製造承認）の再発性CDIへの有効性
を報告する講演が行われた。
2. 糞便細菌叢移植（FMT）
　FMTは、健康な腸内細菌叢を糞便から抽出した
後、病気を発症した人の腸内へ投与することで正
常な腸内細菌叢の再構成を促し、症状の改善を図
る治療法である。CDIにおいては特に再発を繰り返
す症例に対する治療法として日本を含め世界各国
で実施されている。FMTは臨床的に効果が認めら
れることから積極的な使用を推奨する研究者がい
る一方、他者の腸内細菌叢を移植することへの安
全性を担保する検査法が存在しないことや同程度
の効果が認められる治療法が他にも存在すること
などを理由に消極的な姿勢を示す研究者も認めら
れた。
3. ベズトロクスマブ
　ベズトロクスマブは、遺伝子組み換え技術に
よって作製した抗C. difficileトキシンBモノクロー
ナル抗体であり上記の治療法と同様に効果が認め
られ、日本では2017年12月に発売されている。再
発性CDIの治療に有効であるものの、静脈内に投与
された抗体がバリアが損傷した腸管壁を通じて腸

内に拡散して作用することから、腸管バリアの損
傷がないまたは軽い段階で実施される初期治療や
予防には効果が薄いと考えられた。なお、国内では
成人1用量で33万円であることから、馬への応用
は困難と考えられた。
4．その他
　近年、C. difficileの芽胞の発芽には一次胆汁酸が
必要であることが明らかになったことから、CDIの
予防法の開発のために一次胆汁酸を腸内で分解す
る腸内細菌の検索に関する報告があった。また、
CDIの発症要因である抗菌薬の投与による腸内フ
ローラの撹乱を予防するための経口投与型の抗菌
薬分解酵素の検討やC. difficileに感染するバクテリ
オファージの検索など様々な発表が行われていた
が、いずれも基礎的な研究段階であり、今後の研究
の進展が期待される内容であった。

　次に、当研究室から発表した演題（図１，写真3）
について以下に示す。

○Whole-genome analysis of Clostridioides 
difficile strains isolated from horses in Japan（日
本の馬から分離されたClostridioides difficileの全
ゲノム解析）
Hidekazu Niwa1, Tsuyoshi Sekizuka2, Makoto 
Kuroda2, Eri Uchida1, Yuta Kinoshita1, Yoshinari 
Katayama1, Mitsutoshi Senoh3, Haru Kato3

（丹羽秀和1,　関塚剛史2,　黒田　誠2,　内田英里1,
木下優太1,　片山芳也1,　妹尾光敏3,　加藤はる3）
1Equine Research Inst i tute ,  Japan Racing 
Association, Japan; 2Pathogen Genomics Center, 
National Institute of Infectious Diseases, Japan; 
3Department of Bacteriology II, National Institute 
of Infectious Diseases, Japan

（1JRA競走馬総合研究所, 2国立感染症研究所 病原
体ゲノム解析センター,　3国立感染症研究所 細菌
第二部）
　Clostridioides difficileは、馬の急性腸炎において
重要な病原体であることが知られている。我々は、
これまで馬から分離されたC. difficileの一部が、人
から分離されたC. difficileと同じPCR-ribotype

（RT）であることを報告した。近年、潜在的な人獣

感染症の原因菌としてC. difficileが注目されている
ことから、本研究では国内で馬から分離されたC. 
difficile株について全ゲノム塩基配列解析（WGS）
を行い、既知の株のゲノム配列と比較した。
　2010年1月から2016年5月にかけて消化器症状
が認められた馬から分離されたC. difficile株を使用
した。WGSによって得られた分離株の全ゲノムの
塩基配列とオンライン上で入手可能であった612
株の全ゲノム配列と比較した。各種解析として遺
伝子型別（PCR ribotyping法, MLST解析）、耐性遺
伝子解析、コアゲノム一塩基多型（SNP）を用いた
系統解析を実施した。
　馬由来株は、12のPCR-ribotypeおよび13の
MLST typeに分類された。PCR-ribotypeとMLST 
typeは、ほとんどの株において対応していたが、一
部の株（特にPCR-ribotype 014）では例外が認めら
れた。コアゲノムSNP系統解析では国内の馬に発
生の多いPCR-ribotype 078は、3つの亜系統に分け
られ、そのうち1系統が1馬診療施設での院内感染
が関与していたことが明らかとなった。また、馬由
来株で認められた大部分のPCR-ribotypeは、地域
や宿主に違いのあるヒトや動物・環境由来の株と
全ゲノム解析において違いが見いだせず、互いに
系統学的に非常に近縁であると考えられた。
　今回実施したWGSにより、日本の馬群内で特定
の亜系統のPCR-ribotype 078が院内感染に関与し
ていたことが明らかにされた。また、馬由来株とヒ
ト由来が遺伝的に非常に近縁であったことから、
C. difficileが馬と人の間で伝播する可能性も示唆さ
れた。今回の研究だけでは国内の馬群にC. difficile
がどのように侵入したかは未だ不明であり、”One 
Health“の視点からもさらなる調査が重要である
と考えられた。

　次に、様々な発表の中から特に興味深く感じた
2演題について紹介する。

○Treatment and prevention of Clostridium 
difficile infection with functionalized bovine 
antibody-enriched whey in a hamster primary 
infection model
(Clostridium difficile感染症のハムスター初感染

モデルにおける機能性牛抗体含有乳清の治療およ
び予防効果)
Heidebrechtら (ZIEL-Institute For food and 
Health)
　CDIは、抗菌薬の投与に関連する重篤な合併症と
して考えられている。CDIによる経済的な損失は大
きく48億ドルに達すると試算されている。再発性
のCDIは患者のみならず医療従事者においても脅
威であり、世界中の組織・企業が能動および受動免
疫によってCDIを制御する方法へのアプローチを
始めている。牛IgA抗体の経口投与によるCDIの予
防に関する論文は2000年代前半にオランダの企
業から報告されていたが、今回、演者らはワクチン
技術を応用して高力価の抗体を含んだ乳牛の初乳
を作製し、その効果についてハムスターの初感染
モデルを用いた検討結果を報告している。
　乳牛への免疫によってC. difficileの主要な病原因
子であるトキシンAとトキシンBならびに菌体抗
原に対する抗体が産生された。免疫牛から得られ
た初乳の毒素に対する中和活性値は初乳では
>10,000以上、常乳においても100であった。ハム
スター初感染モデルでは、中和活性が10,000、
1,000、100とした乳清の希釈液を感染後72時間
後まで8時間おきに投与し、20日間の生存率を比
較したところ、10,000では100%、1,000では
50％、100では75%であった。対照群としてC. 
difficileの治療薬として使用されるバンコマイシン
を5日間投与した群では、15日目にすべてのハム
スターが死亡した。 
　今回の感染実験では、常乳中に含まれる抗体濃
度においてもある程度の感染予防効果が認められ
た。乳牛は常乳であれば1頭あたり数千リットル
を得ることができることから、今回の実験が、乳由
来IgA濃縮液の開発や臨床試験への弾みになると
演者らは述べている。

○Use of an in vitro gut model of recurrent CDI 
to evaluate the impact of fecal transplantation
（糞便細菌叢移植の影響を評価するための再発性
CDIの試験管内腸管モデルの利用）

Elfassyら (Pfizer)
　CDIの抗菌薬による治療は、腸内細菌叢の多様性

を長期に低下させ、腸内でC. difficileの芽胞の発芽
が可能となる状態を引き起こす可能性がある。健
康なドナーからの糞便細菌叢移植（FMT）は、単回
投与によって67～89％の被験者においてCDIの再
発リスクを低下させたことが報告されている。一
方、再発性CDIに対するFMTの影響をより科学的
に明らかにするためには堅牢なモデルシステムが
必要とされる。演者らは、ヒトの大腸を想定した三
相連続培養腸管モデルを用いて、FMTの再発性
CDI対する予防効果ならびに培養モデルにおける
浮遊および固着細菌叢における増殖力学の評価結
果について報告している。
　本研究では3つの三相連続培養腸管モデル

（A~C）を作製した。いずれのモデルも糞便の懸濁
液を接種し、細菌叢が定常状態となった後にC. 
difficileの芽胞を接種した。モデル内における模擬
的な再発性CDIは、クリンダマイシンによって誘導
し、続いて治療を想定しバンコマイシンによる処
理を行った。バンコマイシン処理の後に2つのモ
デルについては経鼻的FMTを想定し、ドナーから
採取した新鮮糞便の懸濁液をモデル内に投与した

（模擬的FMT療法, モデルBおよびC）。 残りのモデ
ルについては対照とした（モデルA）。約100日間に
わたって浮遊および固着細菌叢およびC. difficileの
菌数の変化を観察するとともに、培養液中のC. 
difficileの毒素および抗菌剤の濃度を測定した。
　C. difficileの増殖と毒素産生を特徴とした模擬的
CDIは、クリンダマイシン投与によって誘発された
細菌叢の多様性の減少後に認められた。バンコマ
イシンの投与によって3つのモデルすべてで模擬
的CDIが改善したが、モデルAではバンコマイシン
投与の20日後に模擬的CDIの再発が起こった。実
験期間中（FMTの4週間後）、模擬的FMT療法（モデ
ルBおよびC）によって模擬的CDIの再発が抑制さ
れた。 FMT治療の10日後、浮遊細菌叢は安定した。
固着細菌叢は実験期間中ほとんど変化を示さな
かったが、C. difficileは細菌叢の一部の菌として定
着していた。
　連続培養腸管モデルでは、FMTによって再発性
CDIが抑制されたことから、FMTは浮遊細菌叢で
のC. difficileの定着に対して抵抗性を示す可能性が
あると考えられた。一方、固着細菌叢においてC. 

difficileが定着したことは、抗菌薬治療を受けた患
者におけるCDIの再発リスクと関連があると考え
られた。演者らは、この連続培養腸管モデルが、
FMTを一種のプローブとすることで、再発性CDI
を予防するための薬物療法評価法としての可能性
を示すことができたと述べている。
　今回、演者らのデータはFMT療法モデルがわず
か2例、対照モデルが1例であり、本発表のみで連
続培養腸管モデルやFMT療法の有用性を示すこと

は難しいと考えられた。しかし、これらのツールは
今後のCDIの治療や予防法の開発において重要と
考えられ、今後の研究の発展に期待したい。

　最後に、今回の学会発表および研究に際して、ご
協力をいただきました国際部、馬事部、競走馬総合
研究所企画調整室、微生物研究室および国立感染
症研究所の皆様に深謝いたします。
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海 外 報 告

4th Havemeyer Foundation Workshop on
Equine Herpesvirusesに参加して

競走馬総合研究所　分子生物研究室　辻村行司

　The Dorothy Russell Havemeyer Foundation, 
Inc.は、Dorothy Havemeyer McConville氏によっ
て1979年に創設された個人財団で、馬の繁殖、行
動、感染症などに関する研究に対して助成金を拠
出している。また、1981年以降、これらの研究に携
わる研究者を集めたワークショップを数多く主催
してきた。今回で4回目となるウマヘルペスウイ
ルスに関するワークショップ（4th Havemeyer 
Foundation Workshop on Equine Herpesviruses）
もその中の1つである。本ワークショップは主催
者から招待を受けた研究者が参加するもので、今
回は米国、ドイツ、イギリス、アイルランド、ベル
ギー、ポーランド、オーストラリア、アルゼンチン、
南アフリカ、中国、日本から計25名が集まり、オー
ガナイザーの3名を除く全員が1から4題の口頭発
表を行った（計30演題）。
　現在、9種類のウマヘルペスウイルス（EHV）が知
られるが、その中の5種類、EHV-1、2、3、4および5
が家畜の馬（Equus caballus）を宿主とする。アル
ファヘルペスウイルス亜科に属するEHV-1および
4は馬鼻肺炎、EHV-3は馬媾疹の原因ウイルスであ
るのに対し、ガンマヘルペスウイルス亜科に属す
るEHV-2および5の病原性は今のところ明らかで
はない。今回のワークショップでは、5種類のウイ
ルス全てについて発表が行われたが、その大半は
馬産業において最も重要なウイルスの1つである
EHV-1に関するものであった。日本国内でEHV-1
は、競走馬の冬季の発熱や妊娠馬の流産の主要な
原因として問題となっているが、近年欧米ではそ
れらに加えて、EHV-1感染による神経麻痺（Equine 
herpesvirus myeloencephalopathy, EHM）の発生

が増加傾向にあり大きな注目を集めている。本
ワークショップでもEHMに関する研究成果が報
告され、様々な新たな知見が示された。ただし、こ
れらは大変興味深いものであったものの、EHMの
発症機序を解明するためには更なる研究の進展が
必要と考えられた。また、EHV-1の発症防御にかか
る馬の免疫反応も今回の主要なテーマであった。
これまで、細胞性免疫が発症防御に重要と考えら
れてきたが、今回の発表では鼻腔免疫の役割が強
調された。このことは、今後のワクチン開発の方向
性にかかわる重要な知見と考えられた。また、その
他にもEHV-1と早期流産との関連やEHV-1をヒト
の腫瘍の治療に応用する試みなど幅広い発表が行
われた。本報告では、まず当研究室から発表した演
題について紹介する。

○S i m p l e  a n d  r a p i d  d e t e c t i o n  a n d  
differentiation of equine herpesvirus type 1 
strains with A2254 and G2254 polymorphisms by 
LAMP assay using a fluorescent loop primer
（LAMP-FLP法を利用した簡便で迅速なウマヘル
ペスウイルス1型A2254株とG2254株の検出および型
別）
辻村行司、坂内　天、根本　学、古角　博、松村富夫

（JRA競走馬総合研究所）
　EHV-1の30番遺伝子（ORF30）内の一塩基多型

（SNP: A/G2254）はウイルスの神経病性に関係する
とされ、G2254株が神経病原性変異株と考えられて
いる。近年海外では同株による流行性の脊髄脳症
の発生が増加傾向にあり、競馬開催が中止される
など大きな問題となっている。現在、日本国内での

変異株の分離はまれであるが、今後増加する可能
性は十分考えられる。したがって、本会施設での発
生にも十分な警戒が必要である。主な防疫対策と
しては、入厩検疫での摘発と発生厩舎の隔離が挙
げられ、これらを効果的に実施するためには臨床
現場での早期診断が重要となる。LAMP-FLP法は
遺伝子多型の簡易検出法で、等温核酸増幅法

（loop-mediated isothermal amplification：LAMP）
で増幅した標的配列の遺伝子産物を、蛍光標識プ
ライマー（fluorescent loop primer：FLP）を用いて
会合曲線解析することでSNPを識別する。同法は
臨床検体からの簡易抽出サンプルで実施可能で、
専用の測定装置で自動判定を行うことから臨床現
場での使用に適している。そこで本研究では、
LAMP-FLP法を応用して、臨床現場で実施可能な
EHV-1 A2254株とG2254株を検出および型別する簡易
検査法の開発を試みた。
　LAMP-FLP法では、FLPに加えて消光プローブを
使用する。消光プローブはFLPに隣接してSNP領域
を含むように設計する。会合曲線解析では、FLPの
取り込みによって蛍光標識された遺伝子増幅産物
を高温で1本鎖に変性し、その後徐々に温度を下
降させて消光プローブをアニーリングさせる。プ
ローブのアニーリング温度は、蛍光の消光をモニ
タリングすることで確認ができる。増幅産物と消
光プローブの間でSNP領域の配列が一致するかど
うかで、アニーリング温度が異なり（温度：フル
マッチ＞ミスマッチ）、この温度差をもとにSNPを
識別する。今回はORF30の標的配列を増幅する通
常のLAMP用プライマー、FLP、そしてA2254株（標準
株）の配列と一致する消光プローブを設計した。
LAMP反応（63℃・40分間）と会合曲線解析を合せ
た全体の反応を70分以内に完了するように設定
した。開発した検査法（ORF30 LAMP-FLP）の特異
性をEHV-1 A2254株（4株）、G2254株（4株）、EHV-2、3、
4、5、ウマインフルエンザウイルス、馬動脈炎ウイ
ルスを用いて検討した。A2254株とG2254株それぞれ
について、標的配列を組み込んだプラスミドDNA
を作製し、これらを用いてORF30 LAMP-FLPの感
度を求めた。現行の型別検査法であるリアルタイ
ムPCR とORF30 LAMP-FLPの間で感度と特異性
を比較するため、両法を用いて2017‒18年の美浦
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検体を検査した。両法の一致度はカッパ係数を算
出して評価した。
　ORF30 LAMP-FLPにおける、消光プローブのア
ニーリング温度の平均はA2254株が61.1℃、G2254株
が53.8℃で、両株は明確に型別が可能であった。ま
た、EHV-1以外の検査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A2254株が37.6コピー、G2254

株が48.1コピーであった。発熱馬の鼻腔スワブを
検査したところ、リアルタイムPCRで陽性であっ
た14検体中12検体がLAMP-FLP法でも陽性で
あった。型別結果はリアルタイムPCRとORF30 
LAMP-FLPの間で一致し、全てがA2254株（標準株）で
あった。リアルタイムPCRで陰性であった検体は
全てORF30 LAMP-FLPでも陰性であった。これら
の成績をもとに算出したカッパ係数は0.91で、両
法の高い一致度が示された。以上の成績から、今回
開発した検査法はA2254株とG2254株を明確に型別す
ることが可能で、現行の型別検査法であるリアル
タイムPCRに近い感度・特異性を有することが示
された。この発表について、確認検査をどのように
実施するのかとの質問があった。本法は簡易法で
あるものの十分な特異性を有していると考えられ
るが、仮に実施するのであればリアルタイムPCR
法用いると回答した。本法は新規の検査法であり、
このように特異性などに関する懸念が呈される可
能性があることから、今後より多くの野外検体を
検査することで信頼性を高めていきたい。さらに
現在、本法の臨床現場への導入のために、検体から
の簡易核酸抽出法の検討を行っている。

　次に、様々な発表の中から特に興味深かった2
演題について紹介する。

○EHV-1 induces a hypercoagulable state in 
endothelial cells
(EHV-1は内皮細胞に凝固能亢進状態を誘導する)
Wee Ming Yeo, Svenja Wiechert, Sara Che, and 
Tracy Stokol (Cornell University)
　EHV-1による神経麻痺（EHM）は、フラビウイル
ス属などの感染による脳炎とは異なり、ウイルス

が直接的に神経細胞を傷害することによって発症
するものではない。ウイルス血症によって中枢神
経系の血管に運ばれたEHV-1は血栓形成を誘発
し、その結果として血管が閉塞すると支配領域の
神経組織が虚血性壊死に陥る。すなわち、EHMは
EHV-1感染に起因する脳あるいは脊髄の梗塞に
よって引き起こされる病態である。このように
EHMの発症に血栓が関係していることは明らか
であるが、EHV-1感染が血栓形成を促進する詳細
な機序はこれまでのところ分かっていない。演者
らのグループは、この機序を解明するために、
EHV-1感染と血液凝固因子との関係について研究
を進めている。今回は馬頸動脈内皮細胞の初代培
養を用いてin vitroのEHV-1感染実験を行った。そ
の結果、EHV-1感染血管内皮細胞では、外因系凝固
反応の開始因子である組織因子と、白血球と血管
内皮細胞との接着に関与するPセレクチンの発現
が亢進していることが分かった。また、EHV-1感染
血管内皮細胞が血小板を捕捉して凝集を開始させ
ること、そしてこの作用はPセレクチンを介するこ
とが示された。以上の成績は、血管内皮細胞への
EHV-1の感染が同細胞を凝固促進状態にすること
を示すものであった。EHV-1感染による血栓形成
の機序を明らかにすることは、EHMの新たな治療
法の開発につながる可能性があることから、今後
の研究の進展に期待が持たれた。

○Intranasal immunity in EHV-1 susceptible 
and protected horses
(EHV-1に感受性および抵抗性の馬における鼻腔
免疫)

Bettina Wagner (Cornell University)
　EHV-1は末梢血単核球に感染し、細胞随伴性の
ウイルス血症として全身の諸臓器に運ばれる。細
胞内のウイルスは血清中和抗体の作用から逃れる
ため、EHV-1感染時の発症防御には液性免疫より
も細胞性免疫が重要と考えられてきた。しかしな
がら、最近の研究では、EHV-1の発症防御に全身性
の細胞性免疫の誘導が必ずしも必要ではない可能
性が示されている。一方で、呼吸器感染症に対する
防御において、鼻腔免疫の役割に近年注目が集
まっている。本研究は、EHV-1の経鼻接種後に臨床
症状を呈した馬と発症が完全に抑えられた馬の間
で、鼻腔の免疫反応を比較したものであった。臨床
症状を呈した馬の鼻腔では初期に炎症反応が認め
られたのに対し、症状が抑えられた馬では同様の
反応は認められなかった。このことから、症状が抑
えられた馬では鼻腔粘膜細胞へのEHV-1感染がな
かったと考えられた。この防御反応は鼻腔内の抗
体量と関係しており、鼻腔内から回収した抗体は
実際にin vitroでEHV-1を中和した。以上の成績か
ら、EHV-1が上気道から侵入した際に鼻腔内の抗
体で速やかにウイルスを中和することが、発症防
御において重要であることが示された。なお、本発
表で最も興味が持たれたのは、鼻腔から回収した
抗体の中、ウイルス中和能を有していたのはIgAで
はなくIgGであった点である。鼻腔を含めた粘膜免
疫においてIgAの重要性が一般的に強調されるが、
IgGの役割を改めて評価する必要があると考えら
れた。今後、馬鼻肺炎ワクチンのより有効な使用方
法を検討する際には、今回得られたEHV-1に対す
る免疫に関する様々な知見を活用していきたい。
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　The Dorothy Russell Havemeyer Foundation, 
Inc.は、Dorothy Havemeyer McConville氏によっ
て1979年に創設された個人財団で、馬の繁殖、行
動、感染症などに関する研究に対して助成金を拠
出している。また、1981年以降、これらの研究に携
わる研究者を集めたワークショップを数多く主催
してきた。今回で4回目となるウマヘルペスウイ
ルスに関するワークショップ（4th Havemeyer 
Foundation Workshop on Equine Herpesviruses）
もその中の1つである。本ワークショップは主催
者から招待を受けた研究者が参加するもので、今
回は米国、ドイツ、イギリス、アイルランド、ベル
ギー、ポーランド、オーストラリア、アルゼンチン、
南アフリカ、中国、日本から計25名が集まり、オー
ガナイザーの3名を除く全員が1から4題の口頭発
表を行った（計30演題）。
　現在、9種類のウマヘルペスウイルス（EHV）が知
られるが、その中の5種類、EHV-1、2、3、4および5
が家畜の馬（Equus caballus）を宿主とする。アル
ファヘルペスウイルス亜科に属するEHV-1および
4は馬鼻肺炎、EHV-3は馬媾疹の原因ウイルスであ
るのに対し、ガンマヘルペスウイルス亜科に属す
るEHV-2および5の病原性は今のところ明らかで
はない。今回のワークショップでは、5種類のウイ
ルス全てについて発表が行われたが、その大半は
馬産業において最も重要なウイルスの1つである
EHV-1に関するものであった。日本国内でEHV-1
は、競走馬の冬季の発熱や妊娠馬の流産の主要な
原因として問題となっているが、近年欧米ではそ
れらに加えて、EHV-1感染による神経麻痺（Equine 
herpesvirus myeloencephalopathy, EHM）の発生

が増加傾向にあり大きな注目を集めている。本
ワークショップでもEHMに関する研究成果が報
告され、様々な新たな知見が示された。ただし、こ
れらは大変興味深いものであったものの、EHMの
発症機序を解明するためには更なる研究の進展が
必要と考えられた。また、EHV-1の発症防御にかか
る馬の免疫反応も今回の主要なテーマであった。
これまで、細胞性免疫が発症防御に重要と考えら
れてきたが、今回の発表では鼻腔免疫の役割が強
調された。このことは、今後のワクチン開発の方向
性にかかわる重要な知見と考えられた。また、その
他にもEHV-1と早期流産との関連やEHV-1をヒト
の腫瘍の治療に応用する試みなど幅広い発表が行
われた。本報告では、まず当研究室から発表した演
題について紹介する。

○S i m p l e  a n d  r a p i d  d e t e c t i o n  a n d  
differentiation of equine herpesvirus type 1 
strains with A2254 and G2254 polymorphisms by 
LAMP assay using a fluorescent loop primer
（LAMP-FLP法を利用した簡便で迅速なウマヘル
ペスウイルス1型A2254株とG2254株の検出および型
別）
辻村行司、坂内　天、根本　学、古角　博、松村富夫

（JRA競走馬総合研究所）
　EHV-1の30番遺伝子（ORF30）内の一塩基多型

（SNP: A/G2254）はウイルスの神経病性に関係する
とされ、G2254株が神経病原性変異株と考えられて
いる。近年海外では同株による流行性の脊髄脳症
の発生が増加傾向にあり、競馬開催が中止される
など大きな問題となっている。現在、日本国内での

変異株の分離はまれであるが、今後増加する可能
性は十分考えられる。したがって、本会施設での発
生にも十分な警戒が必要である。主な防疫対策と
しては、入厩検疫での摘発と発生厩舎の隔離が挙
げられ、これらを効果的に実施するためには臨床
現場での早期診断が重要となる。LAMP-FLP法は
遺伝子多型の簡易検出法で、等温核酸増幅法

（loop-mediated isothermal amplification：LAMP）
で増幅した標的配列の遺伝子産物を、蛍光標識プ
ライマー（fluorescent loop primer：FLP）を用いて
会合曲線解析することでSNPを識別する。同法は
臨床検体からの簡易抽出サンプルで実施可能で、
専用の測定装置で自動判定を行うことから臨床現
場での使用に適している。そこで本研究では、
LAMP-FLP法を応用して、臨床現場で実施可能な
EHV-1 A2254株とG2254株を検出および型別する簡易
検査法の開発を試みた。
　LAMP-FLP法では、FLPに加えて消光プローブを
使用する。消光プローブはFLPに隣接してSNP領域
を含むように設計する。会合曲線解析では、FLPの
取り込みによって蛍光標識された遺伝子増幅産物
を高温で1本鎖に変性し、その後徐々に温度を下
降させて消光プローブをアニーリングさせる。プ
ローブのアニーリング温度は、蛍光の消光をモニ
タリングすることで確認ができる。増幅産物と消
光プローブの間でSNP領域の配列が一致するかど
うかで、アニーリング温度が異なり（温度：フル
マッチ＞ミスマッチ）、この温度差をもとにSNPを
識別する。今回はORF30の標的配列を増幅する通
常のLAMP用プライマー、FLP、そしてA2254株（標準
株）の配列と一致する消光プローブを設計した。
LAMP反応（63℃・40分間）と会合曲線解析を合せ
た全体の反応を70分以内に完了するように設定
した。開発した検査法（ORF30 LAMP-FLP）の特異
性をEHV-1 A2254株（4株）、G2254株（4株）、EHV-2、3、
4、5、ウマインフルエンザウイルス、馬動脈炎ウイ
ルスを用いて検討した。A2254株とG2254株それぞれ
について、標的配列を組み込んだプラスミドDNA
を作製し、これらを用いてORF30 LAMP-FLPの感
度を求めた。現行の型別検査法であるリアルタイ
ムPCR とORF30 LAMP-FLPの間で感度と特異性
を比較するため、両法を用いて2017‒18年の美浦
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検体を検査した。両法の一致度はカッパ係数を算
出して評価した。
　ORF30 LAMP-FLPにおける、消光プローブのア
ニーリング温度の平均はA2254株が61.1℃、G2254株
が53.8℃で、両株は明確に型別が可能であった。ま
た、EHV-1以外の検査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A2254株が37.6コピー、G2254

株が48.1コピーであった。発熱馬の鼻腔スワブを
検査したところ、リアルタイムPCRで陽性であっ
た14検体中12検体がLAMP-FLP法でも陽性で
あった。型別結果はリアルタイムPCRとORF30 
LAMP-FLPの間で一致し、全てがA2254株（標準株）で
あった。リアルタイムPCRで陰性であった検体は
全てORF30 LAMP-FLPでも陰性であった。これら
の成績をもとに算出したカッパ係数は0.91で、両
法の高い一致度が示された。以上の成績から、今回
開発した検査法はA2254株とG2254株を明確に型別す
ることが可能で、現行の型別検査法であるリアル
タイムPCRに近い感度・特異性を有することが示
された。この発表について、確認検査をどのように
実施するのかとの質問があった。本法は簡易法で
あるものの十分な特異性を有していると考えられ
るが、仮に実施するのであればリアルタイムPCR
法用いると回答した。本法は新規の検査法であり、
このように特異性などに関する懸念が呈される可
能性があることから、今後より多くの野外検体を
検査することで信頼性を高めていきたい。さらに
現在、本法の臨床現場への導入のために、検体から
の簡易核酸抽出法の検討を行っている。

　次に、様々な発表の中から特に興味深かった2
演題について紹介する。

○EHV-1 induces a hypercoagulable state in 
endothelial cells
(EHV-1は内皮細胞に凝固能亢進状態を誘導する)
Wee Ming Yeo, Svenja Wiechert, Sara Che, and 
Tracy Stokol (Cornell University)
　EHV-1による神経麻痺（EHM）は、フラビウイル
ス属などの感染による脳炎とは異なり、ウイルス

が直接的に神経細胞を傷害することによって発症
するものではない。ウイルス血症によって中枢神
経系の血管に運ばれたEHV-1は血栓形成を誘発
し、その結果として血管が閉塞すると支配領域の
神経組織が虚血性壊死に陥る。すなわち、EHMは
EHV-1感染に起因する脳あるいは脊髄の梗塞に
よって引き起こされる病態である。このように
EHMの発症に血栓が関係していることは明らか
であるが、EHV-1感染が血栓形成を促進する詳細
な機序はこれまでのところ分かっていない。演者
らのグループは、この機序を解明するために、
EHV-1感染と血液凝固因子との関係について研究
を進めている。今回は馬頸動脈内皮細胞の初代培
養を用いてin vitroのEHV-1感染実験を行った。そ
の結果、EHV-1感染血管内皮細胞では、外因系凝固
反応の開始因子である組織因子と、白血球と血管
内皮細胞との接着に関与するPセレクチンの発現
が亢進していることが分かった。また、EHV-1感染
血管内皮細胞が血小板を捕捉して凝集を開始させ
ること、そしてこの作用はPセレクチンを介するこ
とが示された。以上の成績は、血管内皮細胞への
EHV-1の感染が同細胞を凝固促進状態にすること
を示すものであった。EHV-1感染による血栓形成
の機序を明らかにすることは、EHMの新たな治療
法の開発につながる可能性があることから、今後
の研究の進展に期待が持たれた。

○Intranasal immunity in EHV-1 susceptible 
and protected horses
(EHV-1に感受性および抵抗性の馬における鼻腔
免疫)

Bettina Wagner (Cornell University)
　EHV-1は末梢血単核球に感染し、細胞随伴性の
ウイルス血症として全身の諸臓器に運ばれる。細
胞内のウイルスは血清中和抗体の作用から逃れる
ため、EHV-1感染時の発症防御には液性免疫より
も細胞性免疫が重要と考えられてきた。しかしな
がら、最近の研究では、EHV-1の発症防御に全身性
の細胞性免疫の誘導が必ずしも必要ではない可能
性が示されている。一方で、呼吸器感染症に対する
防御において、鼻腔免疫の役割に近年注目が集
まっている。本研究は、EHV-1の経鼻接種後に臨床
症状を呈した馬と発症が完全に抑えられた馬の間
で、鼻腔の免疫反応を比較したものであった。臨床
症状を呈した馬の鼻腔では初期に炎症反応が認め
られたのに対し、症状が抑えられた馬では同様の
反応は認められなかった。このことから、症状が抑
えられた馬では鼻腔粘膜細胞へのEHV-1感染がな
かったと考えられた。この防御反応は鼻腔内の抗
体量と関係しており、鼻腔内から回収した抗体は
実際にin vitroでEHV-1を中和した。以上の成績か
ら、EHV-1が上気道から侵入した際に鼻腔内の抗
体で速やかにウイルスを中和することが、発症防
御において重要であることが示された。なお、本発
表で最も興味が持たれたのは、鼻腔から回収した
抗体の中、ウイルス中和能を有していたのはIgAで
はなくIgGであった点である。鼻腔を含めた粘膜免
疫においてIgAの重要性が一般的に強調されるが、
IgGの役割を改めて評価する必要があると考えら
れた。今後、馬鼻肺炎ワクチンのより有効な使用方
法を検討する際には、今回得られたEHV-1に対す
る免疫に関する様々な知見を活用していきたい。
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　The Dorothy Russell Havemeyer Foundation, 
Inc.は、Dorothy Havemeyer McConville氏によっ
て1979年に創設された個人財団で、馬の繁殖、行
動、感染症などに関する研究に対して助成金を拠
出している。また、1981年以降、これらの研究に携
わる研究者を集めたワークショップを数多く主催
してきた。今回で4回目となるウマヘルペスウイ
ルスに関するワークショップ（4th Havemeyer 
Foundation Workshop on Equine Herpesviruses）
もその中の1つである。本ワークショップは主催
者から招待を受けた研究者が参加するもので、今
回は米国、ドイツ、イギリス、アイルランド、ベル
ギー、ポーランド、オーストラリア、アルゼンチン、
南アフリカ、中国、日本から計25名が集まり、オー
ガナイザーの3名を除く全員が1から4題の口頭発
表を行った（計30演題）。
　現在、9種類のウマヘルペスウイルス（EHV）が知
られるが、その中の5種類、EHV-1、2、3、4および5
が家畜の馬（Equus caballus）を宿主とする。アル
ファヘルペスウイルス亜科に属するEHV-1および
4は馬鼻肺炎、EHV-3は馬媾疹の原因ウイルスであ
るのに対し、ガンマヘルペスウイルス亜科に属す
るEHV-2および5の病原性は今のところ明らかで
はない。今回のワークショップでは、5種類のウイ
ルス全てについて発表が行われたが、その大半は
馬産業において最も重要なウイルスの1つである
EHV-1に関するものであった。日本国内でEHV-1
は、競走馬の冬季の発熱や妊娠馬の流産の主要な
原因として問題となっているが、近年欧米ではそ
れらに加えて、EHV-1感染による神経麻痺（Equine 
herpesvirus myeloencephalopathy, EHM）の発生

が増加傾向にあり大きな注目を集めている。本
ワークショップでもEHMに関する研究成果が報
告され、様々な新たな知見が示された。ただし、こ
れらは大変興味深いものであったものの、EHMの
発症機序を解明するためには更なる研究の進展が
必要と考えられた。また、EHV-1の発症防御にかか
る馬の免疫反応も今回の主要なテーマであった。
これまで、細胞性免疫が発症防御に重要と考えら
れてきたが、今回の発表では鼻腔免疫の役割が強
調された。このことは、今後のワクチン開発の方向
性にかかわる重要な知見と考えられた。また、その
他にもEHV-1と早期流産との関連やEHV-1をヒト
の腫瘍の治療に応用する試みなど幅広い発表が行
われた。本報告では、まず当研究室から発表した演
題について紹介する。

○S i m p l e  a n d  r a p i d  d e t e c t i o n  a n d  
differentiation of equine herpesvirus type 1 
strains with A2254 and G2254 polymorphisms by 
LAMP assay using a fluorescent loop primer
（LAMP-FLP法を利用した簡便で迅速なウマヘル
ペスウイルス1型A2254株とG2254株の検出および型
別）
辻村行司、坂内　天、根本　学、古角　博、松村富夫

（JRA競走馬総合研究所）
　EHV-1の30番遺伝子（ORF30）内の一塩基多型

（SNP: A/G2254）はウイルスの神経病性に関係する
とされ、G2254株が神経病原性変異株と考えられて
いる。近年海外では同株による流行性の脊髄脳症
の発生が増加傾向にあり、競馬開催が中止される
など大きな問題となっている。現在、日本国内での

変異株の分離はまれであるが、今後増加する可能
性は十分考えられる。したがって、本会施設での発
生にも十分な警戒が必要である。主な防疫対策と
しては、入厩検疫での摘発と発生厩舎の隔離が挙
げられ、これらを効果的に実施するためには臨床
現場での早期診断が重要となる。LAMP-FLP法は
遺伝子多型の簡易検出法で、等温核酸増幅法

（loop-mediated isothermal amplification：LAMP）
で増幅した標的配列の遺伝子産物を、蛍光標識プ
ライマー（fluorescent loop primer：FLP）を用いて
会合曲線解析することでSNPを識別する。同法は
臨床検体からの簡易抽出サンプルで実施可能で、
専用の測定装置で自動判定を行うことから臨床現
場での使用に適している。そこで本研究では、
LAMP-FLP法を応用して、臨床現場で実施可能な
EHV-1 A2254株とG2254株を検出および型別する簡易
検査法の開発を試みた。
　LAMP-FLP法では、FLPに加えて消光プローブを
使用する。消光プローブはFLPに隣接してSNP領域
を含むように設計する。会合曲線解析では、FLPの
取り込みによって蛍光標識された遺伝子増幅産物
を高温で1本鎖に変性し、その後徐々に温度を下
降させて消光プローブをアニーリングさせる。プ
ローブのアニーリング温度は、蛍光の消光をモニ
タリングすることで確認ができる。増幅産物と消
光プローブの間でSNP領域の配列が一致するかど
うかで、アニーリング温度が異なり（温度：フル
マッチ＞ミスマッチ）、この温度差をもとにSNPを
識別する。今回はORF30の標的配列を増幅する通
常のLAMP用プライマー、FLP、そしてA2254株（標準
株）の配列と一致する消光プローブを設計した。
LAMP反応（63℃・40分間）と会合曲線解析を合せ
た全体の反応を70分以内に完了するように設定
した。開発した検査法（ORF30 LAMP-FLP）の特異
性をEHV-1 A2254株（4株）、G2254株（4株）、EHV-2、3、
4、5、ウマインフルエンザウイルス、馬動脈炎ウイ
ルスを用いて検討した。A2254株とG2254株それぞれ
について、標的配列を組み込んだプラスミドDNA
を作製し、これらを用いてORF30 LAMP-FLPの感
度を求めた。現行の型別検査法であるリアルタイ
ムPCR とORF30 LAMP-FLPの間で感度と特異性
を比較するため、両法を用いて2017‒18年の美浦
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検体を検査した。両法の一致度はカッパ係数を算
出して評価した。
　ORF30 LAMP-FLPにおける、消光プローブのア
ニーリング温度の平均はA2254株が61.1℃、G2254株
が53.8℃で、両株は明確に型別が可能であった。ま
た、EHV-1以外の検査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A2254株が37.6コピー、G2254

株が48.1コピーであった。発熱馬の鼻腔スワブを
検査したところ、リアルタイムPCRで陽性であっ
た14検体中12検体がLAMP-FLP法でも陽性で
あった。型別結果はリアルタイムPCRとORF30 
LAMP-FLPの間で一致し、全てがA2254株（標準株）で
あった。リアルタイムPCRで陰性であった検体は
全てORF30 LAMP-FLPでも陰性であった。これら
の成績をもとに算出したカッパ係数は0.91で、両
法の高い一致度が示された。以上の成績から、今回
開発した検査法はA2254株とG2254株を明確に型別す
ることが可能で、現行の型別検査法であるリアル
タイムPCRに近い感度・特異性を有することが示
された。この発表について、確認検査をどのように
実施するのかとの質問があった。本法は簡易法で
あるものの十分な特異性を有していると考えられ
るが、仮に実施するのであればリアルタイムPCR
法用いると回答した。本法は新規の検査法であり、
このように特異性などに関する懸念が呈される可
能性があることから、今後より多くの野外検体を
検査することで信頼性を高めていきたい。さらに
現在、本法の臨床現場への導入のために、検体から
の簡易核酸抽出法の検討を行っている。

　次に、様々な発表の中から特に興味深かった2
演題について紹介する。

○EHV-1 induces a hypercoagulable state in 
endothelial cells
(EHV-1は内皮細胞に凝固能亢進状態を誘導する)
Wee Ming Yeo, Svenja Wiechert, Sara Che, and 
Tracy Stokol (Cornell University)
　EHV-1による神経麻痺（EHM）は、フラビウイル
ス属などの感染による脳炎とは異なり、ウイルス

が直接的に神経細胞を傷害することによって発症
するものではない。ウイルス血症によって中枢神
経系の血管に運ばれたEHV-1は血栓形成を誘発
し、その結果として血管が閉塞すると支配領域の
神経組織が虚血性壊死に陥る。すなわち、EHMは
EHV-1感染に起因する脳あるいは脊髄の梗塞に
よって引き起こされる病態である。このように
EHMの発症に血栓が関係していることは明らか
であるが、EHV-1感染が血栓形成を促進する詳細
な機序はこれまでのところ分かっていない。演者
らのグループは、この機序を解明するために、
EHV-1感染と血液凝固因子との関係について研究
を進めている。今回は馬頸動脈内皮細胞の初代培
養を用いてin vitroのEHV-1感染実験を行った。そ
の結果、EHV-1感染血管内皮細胞では、外因系凝固
反応の開始因子である組織因子と、白血球と血管
内皮細胞との接着に関与するPセレクチンの発現
が亢進していることが分かった。また、EHV-1感染
血管内皮細胞が血小板を捕捉して凝集を開始させ
ること、そしてこの作用はPセレクチンを介するこ
とが示された。以上の成績は、血管内皮細胞への
EHV-1の感染が同細胞を凝固促進状態にすること
を示すものであった。EHV-1感染による血栓形成
の機序を明らかにすることは、EHMの新たな治療
法の開発につながる可能性があることから、今後
の研究の進展に期待が持たれた。

○Intranasal immunity in EHV-1 susceptible 
and protected horses
(EHV-1に感受性および抵抗性の馬における鼻腔
免疫)

Bettina Wagner (Cornell University)
　EHV-1は末梢血単核球に感染し、細胞随伴性の
ウイルス血症として全身の諸臓器に運ばれる。細
胞内のウイルスは血清中和抗体の作用から逃れる
ため、EHV-1感染時の発症防御には液性免疫より
も細胞性免疫が重要と考えられてきた。しかしな
がら、最近の研究では、EHV-1の発症防御に全身性
の細胞性免疫の誘導が必ずしも必要ではない可能
性が示されている。一方で、呼吸器感染症に対する
防御において、鼻腔免疫の役割に近年注目が集
まっている。本研究は、EHV-1の経鼻接種後に臨床
症状を呈した馬と発症が完全に抑えられた馬の間
で、鼻腔の免疫反応を比較したものであった。臨床
症状を呈した馬の鼻腔では初期に炎症反応が認め
られたのに対し、症状が抑えられた馬では同様の
反応は認められなかった。このことから、症状が抑
えられた馬では鼻腔粘膜細胞へのEHV-1感染がな
かったと考えられた。この防御反応は鼻腔内の抗
体量と関係しており、鼻腔内から回収した抗体は
実際にin vitroでEHV-1を中和した。以上の成績か
ら、EHV-1が上気道から侵入した際に鼻腔内の抗
体で速やかにウイルスを中和することが、発症防
御において重要であることが示された。なお、本発
表で最も興味が持たれたのは、鼻腔から回収した
抗体の中、ウイルス中和能を有していたのはIgAで
はなくIgGであった点である。鼻腔を含めた粘膜免
疫においてIgAの重要性が一般的に強調されるが、
IgGの役割を改めて評価する必要があると考えら
れた。今後、馬鼻肺炎ワクチンのより有効な使用方
法を検討する際には、今回得られたEHV-1に対す
る免疫に関する様々な知見を活用していきたい。
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エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2017年4号の紹介）

時事解説
　ベクター（節足動物）媒介性疾患は、世界の特定
の地域や国々ではヒトや動物の健康にとって最も
深刻な脅威の一部となっている。歴史的に生じた
境界線（国境）を超えて伝播する病原体は増加を続
けており、これは少なからず生きた動物や畜産物
の国際貿易の継続的な拡大および地球規模の気候
変動によるものである。２種類のヒトの病原体、チ
クングニヤウイルスおよびジカウイルスが近年、
アフリカ大陸から世界へ蔓延したことは、これら
の疾病やその他の節足動物媒介疾患を封じ込める
ことが国際社会においていかに困難なことである
かを物語っている。
　感染症に関して、今日の世界では、異なる国々の
ヒトと動物が、地球規模で共生しており、国境や国
の政治的影響が及ぶ範囲が曖昧になっていると考
えることが、より適切である。疾病を含めあらゆる
問題に関する情報を交換する上で、ソーシャルメ
ディアが重要な役割を果たす国際社会になってき
た。
　米国における特定の疾病のベクターの多様性や
生息域に加えて、特定の節足動物、例えばマダニ
や蚊で、これまで国内で認められていなかった
いわゆる外来種が侵入する可能性があることを
心に留めておく必要がある。フタトゲチマダニ

（Haemaphysalis longicornis）の米国における最初
の発見に関する本号の記事は、外来マダニ種に
よってもたらされ得る課題を浮き彫りにする。フ
タトゲチマダニは、多くの環太平洋諸国において
様々な疾病の媒介生物となり得ることが明らかと
なっているが、米国で動物やヒトの疾病を伝播す
る潜在的能力についてはまだ解明されていない。
この数か月間に、外来種のヤマトヤブカ（Aedes 
(Ochlerotatus) japonicus）のスペインへの侵入なら
びにマダニ（Hyalomma marginatum や H. rufipes） 

のドイツへの侵入も報告された。
　2018年に初めてフタトゲチマダニの発見が報
告されたが、その後の調査によって米国内では
2013年には生息していたことが明らかとなった。
この最も新しい経験から学ぶべき教訓は、蚊やダ
ニが媒介する既知のウマ科動物の疾病の、潜在的
なベクターとなり得る様々なダニや昆虫種の生息
域や分布を確立するために、これらの種の生息数
について、より大規模な疫学調査やモニタリング
が必要であるということである。
　将来発生するであろう疾病の脅威により適切に
対応するために、大規模な疾病の発生への適切な
対応能の改善と共に、より包括的なベクターおよ
び疾病監視プログラムに向けての基盤を支える資
源を活用する必要がある。そうした脅威のリスク
は、商取引のグローバル化の継続的な成長、我々を
取り巻く環境の気候変動による影響、そしてベク
ターやベクター媒介性疾患の拡がりとともに、い
や応なく増加するであろう。
　次に発生するであろう新たな疾病の脅威に対し
てより十分に準備するためには、新たな疾病ある
いは外来性外部寄生虫の症例や流行時の対応でし
ばしば「第一対応者」となる臨床獣医師への更なる
周知と高度な教育が不可欠である。発生する可能
性のある様々な疾病の脅威に対処するには、社会
全体への教育と国民全体による参加もまた重要で
ある。
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University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2018 年第 2四半期 　
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の発生が、南アフリカのウエスタ
ンケープ州を除くほとんどの州で報告された。ス
ワジランドでは1件発生した。馬インフルエンザ
がアルゼンチン、英国、ウルグアイならびに米国で
発生した。アルゼンチンでは、5つの州の10施設に
おいて少なくとも42例が診断された。主に3歳の
ウマが感染した。ウイルス株は、H3N8型フロリダ
亜系統クレード1に属していた。英国ならびにウ
ルグアイでは、それぞれ1件発生した。米国では馬
インフルエンザは風土病として報告されており、
4つの州で発生し、そのうち1州では複数例の発生
が確認された。
　ドイツ、アイルランド、スイス、英国ならびに米
国では、腺疫の発生が報告された。確認された腺疫
の発生数は、ドイツで6件、アイルランドで4つの
州で多数、スイスでは8件であった。英国ならびに
米国では風土病として報告された。米国では24州
で178例を含む85件以上の発生が報告された。
　馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染症が、ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、日本、南アフリカ、スイス、英国なら
びに米国で報告された。発熱を伴う感染例が米国
の3つの州で診断された。EHV-1 による呼吸器疾
患が、ベルギー（10件）、フランス（7件）、ドイツ（1
例）、スイス（1件）、英国（1件）、米国（複数の州で広
範囲）で確認された。EHV- 1による流産が、デン
マーク（1例）、フランス（8例）、ドイツ（12例）、日本

（7施設で9例）、南アフリカ（2例）、英国（5例で、そ
のうち3例は1施設で発生）および米国（2例）で報
告された。
　EHV-1に起因する新生子馬の疾病が、フランス

（1例）と英国（2例）で診断された。
　EHV-1による神経疾患が、デンマーク（2例）、フ
ランス（4例）、ドイツ（1例）、アイルランド（2例）お

よび米国（8州で10件、1件を除いて全て1例）で報
告された。
　馬ヘルペスウイルス 4 型 (EHV-4) による呼吸
器疾患が、アルゼンチン（4件）、ベルギー（1件）、フ
ランス（59件）、ドイツ、南アフリカとスイス（それ
ぞれ1例）ならびに英国（4件）で報告された。フラ
ンスならびにドイツでは、EHV- 4による流産がそ
れぞれ１例報告された。
　馬ヘルペスウイルス 2 型／5 型感染症が、米国
のいくつかの州で複数、発生し、呼吸器疾患が認め
られる症例も認められた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（2施設でそれぞ
れ1例）、 ドイツ（1例）、ギリシャ（1例）ならびに米
国（6州で18例、そのうち12例はテキサス州）で報
告された。
　南アフリカでは、馬ピロプラズマ病が全土に広
く存在しており、5州において複数例が確認され
た。
　ドイツでは、伝染性子宮炎の病原体である
Taylorella equigenitalisがアイスランド種の種牡馬
8頭と牝馬1頭で確認された。7施設で発生があっ
た。
　スイスと米国ではそれぞれ1例ずつ、EHV-3によ
る馬媾疹の発生が報告された。
　サルモネラ菌感染症がアイルランド（1例）と米
国（12例でその多くは血清型 B 群サルモネラによ
る）で報告された。米国では馬ネオリケッチア症

（ポトマック馬熱）が3例確認され、ドイツではロ
タウイルスによる下痢が子馬1例で確認された。
　米国のネブラスカ州で、狂犬病が1例確認され
た。
　米国で、東部馬脳炎の発生が10例報告され、全
てフロリダ州における症例であった。
　ウエストナイル脳炎が、ブラジルと南アフリカ
でそれぞれ1例報告された。
　南アフリカは16例のミドルブルグウイルス感
染や2例のシュニウイルス感染による脳炎症例の
発生も報告した。
　南アフリカでは馬脳症の発生が報告された。5
州で33例が診断され、そのうちウエスタンケープ
州では7例が発生した。
　ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、調

査期間中に14例の発生が確認された。
　ドイツでは1例のアナプラズマ感染症、またス
イスでは4例のエールリヒア症の発生が確認され
た。

フタトゲチマダニ （Haemaphysalis longicornis）: 
外来種マダニに対する課題
　フタトゲチマダニ（Asian longhorned ticks：
ALT）は、小型の赤褐色のダニで、即座に識別でき
る特徴がない。さらに未吸血の成虫は、米国でよく
見られる他のマダニ科のダニより小さい（3～
4mm）。米国において最初にALTと同定されたの
は、2017年にニュージャージー州において重度に
寄生されたヒツジから採取した検体であった。本
件は米国において過去50年間で新種のマダニ類
が検出された初めてのケースと考えられた。しか
しながらその後の調査によって、2013年にニュー
ジャージー州においてイヌから採取した検体が、
当初はウサギに感染する米国に生息するチマダニ
属のダニ（Haemaphysalis leporispalustris）として
同定されていたが、実はALTであったことが判明
した。その結果、ALTは何年も前から生息し各地に
広がっていたことが明らかとなった。2018年8月
現在、ALTはアーカンソー州、コネチカット州、メ
リーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク
州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、バー
ジニア州、ウエストバージニア州の1カ所以上で
確認されてきた（図 1）。報告された宿主として、ウ
シ、イヌ、ウマ、オポッサム、オジロジカなどがあ
る。

　中国、韓国、日本に本来分布するALTは、オース
トラリアやニュージーランドに定着し、様々な野
生動物、家畜やヒトを吸血している。本種は高温多
湿が至適環境である。しかしながら、発育零点の
12℃から致死温度である40℃まで耐えることが
できる。本種の成虫および特に幼虫期は比較的脱
水に対する耐性が低く、このことが本種の米国で
の分布域に大きく影響を与えるであろうと考えら
れる。
　ALTは３宿主性でおおよそ１年の生活環を有す
る。本来の生息域では雄雌はほぼ同数であるが、米
国では雄はほとんど見つからない。米国では単為
生殖（雄による授精を必要としない雌性産生）が主
な生態の特徴である（図2）。雌は約2,000個のすべ
て雌となる卵を産卵することができ、そのため定
着するとその地域の個体数は急速に増加する。そ
の結果、寄生された宿主には著しい失血が認めら
れ、またストレスがかかる。ALTが最初に侵入した
時期は不明であるが、遺伝子マッピングによって
3つのミトコンドリアDNA系統が特定されてい
る。このことは少なくとも3つの異なる雌性系統
があることを示す。単為生殖は、新しい生息場所の
環境要因に対して比較的迅速な生物型（バイオタ
イプ）の選択が可能となる。
　中国においてヒツジから採取したALTによる
と、耳や眼周囲がよく吸着される部位である。米国
で採取、検査された検体はいかなる疾病の病原体

も保有していなかったが、ALTはアジアにおいて
は疾病のベクターとなり、オーストラリアや
ニュージーランドではウシのタイレリア症やバベ
シア症、韓国ではアナプラズマ症の原因となる。重
症熱性血小板減少症候群（Severe fever with 
thrombocytopenia syndrome：SFTS）は、新たに発
見されたプレボウイルスに属するSFTS ウイルス

（SFTSV）を原因とする東アジアの新興性の出血熱
である。フタトゲチマダニはSFTSVのベクターと
して疑われてきた。米国においてフタトゲチマダ
ニがSFTSVのベクターとなる可能性はいずれ分か
るであろう。フタトゲチマダニの疑いがある保存
サンプルは、アイオワ州エイムズの国立獣医研究
所に同定のため送付すべきである。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD
ltownsen@uky.edu
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Department of Entomology
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競技馬の筋疾患
　ウマの筋組織はエンジンルームであり、サラブ
レッド種の体重の半分以上を占める。細胞レベル
では、力の発揮および熱産生機能を調整する特殊
なタンパク質の無数の配列で構成される複雑な組
織である。筋組織の障害はプアパフォーマンス、と
きに死亡の原因となる。さらに特定の競技馬群で
は5～25%の個体が遺伝性の筋疾患を有している。
筋疾患は競技馬の複数の品種で普通に認められ、
意外にも発達した筋肉や効率的な代謝など、有利
となる効果をもたらすことがある。
　ウマの競技パフォーマンスにおける筋組織の重
要性を考慮すると当然のことであるが、多くの研
究の焦点が当てられてきた。過去20年の間に、競
技馬の「タイイングアップ」は少なくとも3つの
別々の疾患に分類され、遺伝性であることから品
種による素因の違いが強い傾向が認められる。著
しい脱力、呼吸麻痺や早期新生子死亡などの原因
となるいくつかの他の遺伝性筋疾患もまた明らか

になってきた。医学の進歩によって、今日ではこれ
らの疾患の多くに対し、遺伝学的根拠に基づく簡
便な被毛あるいは血液検査が実施される。生産者
は、科学的に検証された遺伝学的検査を用いて、所
有する種畜が既知の疾患に罹患していないかを検
査することによって、適切に管理責任を果たすこ
とが推奨される。現在実施されている研究によっ
て、サラブレッド種およびスタンダードブレッド
種のタイイングアップの原因となる疾患遺伝子
マーカーの特定が試みられている。それは困難な
課題であるが、アラブ種でも同様の研究が実施さ
れている。先端的な分子技術はまた、他のいくつか
の疾患に対しても、臨床症状の原因を特定する一
助として細胞レベルで生じている異常を正確に把
握し、そして効果的な遺伝子検査法の開発にさら
に寄与するために用いられている。
　疾患の細胞レベルでの特徴や原因となる遺伝子
変異のかなりの部分が明らかとなっていることか
ら、現在最もよく解明されている競技馬の筋疾患
は、多糖類貯蔵ミオパチー（Polysacchar ide  
Storage Myopathy：PSSM）、高カリウム性周期性
四肢麻痺（Hyperkalemic Periodic　Paralysis：
HYPP）、グリコーゲン分枝酵素欠損症（Glycogen 
Branching Enzyme Deficiency：GBED）である。
PSSMはクォーターホースやクォーターホース系
統のウマでよく認められ、典型的なタイイング
アップの症状を示す。この疾病は、これらの種に望
ましいとされるボディーコンディションの高さと
も関連している。HYPPは虚弱、麻痺そして時に死
亡の原因となる。本疾患は筋肉量の多さとも関連
性があり、それ故にこの形質を選択的に繁殖させ
ることによって広がった。GBEDはクォーターホー
スやペイントホースにとって致死性疾患であり、
生後数日から数週間で虚弱や死亡の原因となる。
この疾患は稀であり良いとされる形質との関連性
は認められない。これらの３つの疾患は被毛ある
いは血液を用いて簡単に検査できる。
　スタンダードブレッド種やサラブレッド種に認
められる疾患は、トレーニング中にタイイング
アップを示すものの、実際の競走において臨床症
状を示すことはまれか、まずない。この疾病は再発
性労作性横紋筋融解症（Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis：RER）と呼ばれる。本疾患は細胞
レベルにおいてより速い収縮運動を可能にするた
め、速く走るウマによく認められる傾向があり、正
の選択圧がかけられてきた。長年に亘る努力にも
かかわらず、RERの遺伝学的な解明は思うように
進まなかった。温血種やアラブ種はまた「筋原線維
性ミオパチー（Myofibrillar Myopathy ：MFM）」と
最近名付けられた疾患に罹患することがある。本
疾患の臨床症状として、アラブ種ではタイイング
アップ、温血種ではプアパフォーマンスや明確な
特徴のない運動異常が認められる。MFMの遺伝的
要因は分かっておらず、MFM あるいはRERに対し
て科学的に有効性が認められた遺伝学的検査はな
い。
　要約すると、筋疾患は競技馬に多く認められ、
様々な症状を呈し時に致死的である。ウマに求め
られる特定の良いとされる形質との関連性が、こ
れらの疾患が広がる原因の一つとなってきた。遺
伝学的検査は多くのウマの遺伝性疾患に利用可能
であり、まだ解明されていない疾患に対する検査
も今後何年かのうちに開発されるであろう。遺伝
学的な管理は、遺伝性疾患の教育を受け、パフォー
マンスが高いだけでなく遺伝的に問題のないウマ
を生産するための交配選抜を実施している生産者
にかかっている。

連絡先：
Erica McKenzie, BSc, BVMS, PhD, DACVIM, 
DACVSMR
erica.mckenzie@oregonstate.edu
(541) 737-2858
Carlson College of Veterinary Medicine
Oregon State University
Corvallis, OR
 
ウマの腎疾患
　腎機能は全ての動物種の全身の健康において重
要な要素である。腎臓はいくつかの重要な機能を
果たす。いくつか例を挙げると、老廃物の除去、電
解質の平衡、血圧の維持、骨健康のためのカルシウ
ム源、赤血球産生因子の産生などがある。加えて、
腎臓は心拍出量の約25%にも及ぶかなりの量の血

液が流れている。それ故に、血流の増減に関わら
ず、血流量の変化は腎臓に重大な影響を与える。
　2010年～2018年の8年間にわたってケンタッ
キー大学家畜診断研究所（UKVDL）に供されたウ
マの剖検症例について、腎臓の病変に関連した診
断がなされていないか調べられた。様々な品種の
ウマの胎子、子馬および成馬が認められた。3.6% 

（386／10,541） のウマにいくつかのタイプの腎
臓病変が認められた。これらの診断のうち、腎臓病
変が原発とされたのが38%  （n=148）、他の病変の
続発性のものが55%（n=211）、偶発性のものが7% 

（n=27）であった。
　原発病変の主要な原因は以下の通りである。炎
症／感染性（95例）；先天性（21例）；腎癌／腎腺癌

（10例）；腎結石 （10例）；中毒 （4例）；外傷 （1例）；
混合型 （慢性腎不全や蛋白喪失性腎症など）（7
例）。
　感染／炎症例のうち、最も多く認められた原因
は細菌性腎炎であった。症例の大多数は、胎子への
Leptospira interrogans感染であった。レプトスピ
ラ症は流産の原因であり、しばしば腎臓に限局し
て認められる。Actinobacillus equuliは他に一般的
に分離される細菌であり、新生子馬に最も多く、成
馬にも時々認められる。子馬においてA. equuli感
染は、「sleepy foal disease」 と呼ばれる。A. equuli
の感染経路として、臍孔、吸入あるいは経口摂取が
挙げられる。いくつかの症例が細菌性腎盂腎炎と
診断された。細菌性腎盂腎炎は腎盂の炎症であり、
下部尿路（膀胱など）から上行性に波及する感染の
結果として最も頻繁に起こる。UKVDLで症例から
最もよく分離された細菌は、St r ep t o co c cu s  
zooepidemicus、Escherichia coliおよびEnterococcus 
spであった。
　先天性のカテゴリーに含まれた病変は、腎形成
不全、腎無形成、先天性腎嚢胞あるいは先天性水腎
／水尿管症であった。いくつかの動物種（イヌやブ
タなど）では、腎臓の異常に遺伝あるいは栄養の関
与が提唱されているが、ウマではこれらの先天性
病変の発症機序については未だに解明されていな
い。
　10頭のウマが重度の腎結石症と診断された。結
石は炭酸カルシウムあるいは炭酸カルシウムと他

の無機物との混合物から成っていた。一般的に腎
結石のウマは閉塞がおこらなければ無症状であ
る。腎結石の進行は、嚢胞、腎乳頭壊死、腎盂腎炎あ
るいは腎癌など腎臓疾患の様々な病巣に関連して
いた。
　長期間に亘る非ステロイド抗炎症剤（NSAIDs）
の使用によると疑われる腎乳頭（腎稜）壊死が、中
毒に分類された4症例のうち3症例で診断された。
NSAIDs（フェニルブタゾン／ビュートやフルニキ
シンメグルミン／バナミン）はウマの疼痛管理の
ために頻繁に使用される。NSAIDsは特定の酵素群
であるシクロオキシゲナーゼ（COX）を抑制するこ
とで作用し、炎症を抑える。不幸にも、この経路に
おける他の下流阻害効果には、プロスタグランジ
ン産生減少がある。腎髄質の特定の細胞は、組織へ
の血流量を調整する伝達物質であるプロスタグラ
ンジンを産生する。よって、プロスタグランジン産

生が減少すると腎髄質への血流は減少し、最終的
に壊死してしまう。他に悪化因子としては、脱水や
複数のNSAIDsの使用などがある。幸い、NSAIDsに
よる腎臓の合併症に関する記載は多く、実際には
慎重に投与されている。
　ウマの腎臓は全身の健康において重要な役割を
果たす。様々な疾病の進行過程で腎機能を低下さ
せてしまう可能性がある。ウマの健康のためには、
これらの疾病を意識することが重要である。

連絡先：
Jennifer Janes, DVM, PhD
jennifer.janes@uky.edu
(859) 257-8283
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
　ベクター（節足動物）媒介性疾患は、世界の特定
の地域や国々ではヒトや動物の健康にとって最も
深刻な脅威の一部となっている。歴史的に生じた
境界線（国境）を超えて伝播する病原体は増加を続
けており、これは少なからず生きた動物や畜産物
の国際貿易の継続的な拡大および地球規模の気候
変動によるものである。２種類のヒトの病原体、チ
クングニヤウイルスおよびジカウイルスが近年、
アフリカ大陸から世界へ蔓延したことは、これら
の疾病やその他の節足動物媒介疾患を封じ込める
ことが国際社会においていかに困難なことである
かを物語っている。
　感染症に関して、今日の世界では、異なる国々の
ヒトと動物が、地球規模で共生しており、国境や国
の政治的影響が及ぶ範囲が曖昧になっていると考
えることが、より適切である。疾病を含めあらゆる
問題に関する情報を交換する上で、ソーシャルメ
ディアが重要な役割を果たす国際社会になってき
た。
　米国における特定の疾病のベクターの多様性や
生息域に加えて、特定の節足動物、例えばマダニ
や蚊で、これまで国内で認められていなかった
いわゆる外来種が侵入する可能性があることを
心に留めておく必要がある。フタトゲチマダニ

（Haemaphysalis longicornis）の米国における最初
の発見に関する本号の記事は、外来マダニ種に
よってもたらされ得る課題を浮き彫りにする。フ
タトゲチマダニは、多くの環太平洋諸国において
様々な疾病の媒介生物となり得ることが明らかと
なっているが、米国で動物やヒトの疾病を伝播す
る潜在的能力についてはまだ解明されていない。
この数か月間に、外来種のヤマトヤブカ（Aedes 
(Ochlerotatus) japonicus）のスペインへの侵入なら
びにマダニ（Hyalomma marginatum や H. rufipes） 

のドイツへの侵入も報告された。
　2018年に初めてフタトゲチマダニの発見が報
告されたが、その後の調査によって米国内では
2013年には生息していたことが明らかとなった。
この最も新しい経験から学ぶべき教訓は、蚊やダ
ニが媒介する既知のウマ科動物の疾病の、潜在的
なベクターとなり得る様々なダニや昆虫種の生息
域や分布を確立するために、これらの種の生息数
について、より大規模な疫学調査やモニタリング
が必要であるということである。
　将来発生するであろう疾病の脅威により適切に
対応するために、大規模な疾病の発生への適切な
対応能の改善と共に、より包括的なベクターおよ
び疾病監視プログラムに向けての基盤を支える資
源を活用する必要がある。そうした脅威のリスク
は、商取引のグローバル化の継続的な成長、我々を
取り巻く環境の気候変動による影響、そしてベク
ターやベクター媒介性疾患の拡がりとともに、い
や応なく増加するであろう。
　次に発生するであろう新たな疾病の脅威に対し
てより十分に準備するためには、新たな疾病ある
いは外来性外部寄生虫の症例や流行時の対応でし
ばしば「第一対応者」となる臨床獣医師への更なる
周知と高度な教育が不可欠である。発生する可能
性のある様々な疾病の脅威に対処するには、社会
全体への教育と国民全体による参加もまた重要で
ある。

連絡先：
Peter J. Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094
Charles Issel, DVM, PhD
cissel@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center

University of Kentucky
Lexington, KY
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の発生が、南アフリカのウエスタ
ンケープ州を除くほとんどの州で報告された。ス
ワジランドでは1件発生した。馬インフルエンザ
がアルゼンチン、英国、ウルグアイならびに米国で
発生した。アルゼンチンでは、5つの州の10施設に
おいて少なくとも42例が診断された。主に3歳の
ウマが感染した。ウイルス株は、H3N8型フロリダ
亜系統クレード1に属していた。英国ならびにウ
ルグアイでは、それぞれ1件発生した。米国では馬
インフルエンザは風土病として報告されており、
4つの州で発生し、そのうち1州では複数例の発生
が確認された。
　ドイツ、アイルランド、スイス、英国ならびに米
国では、腺疫の発生が報告された。確認された腺疫
の発生数は、ドイツで6件、アイルランドで4つの
州で多数、スイスでは8件であった。英国ならびに
米国では風土病として報告された。米国では24州
で178例を含む85件以上の発生が報告された。
　馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染症が、ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、日本、南アフリカ、スイス、英国なら
びに米国で報告された。発熱を伴う感染例が米国
の3つの州で診断された。EHV-1 による呼吸器疾
患が、ベルギー（10件）、フランス（7件）、ドイツ（1
例）、スイス（1件）、英国（1件）、米国（複数の州で広
範囲）で確認された。EHV- 1による流産が、デン
マーク（1例）、フランス（8例）、ドイツ（12例）、日本

（7施設で9例）、南アフリカ（2例）、英国（5例で、そ
のうち3例は1施設で発生）および米国（2例）で報
告された。
　EHV-1に起因する新生子馬の疾病が、フランス

（1例）と英国（2例）で診断された。
　EHV-1による神経疾患が、デンマーク（2例）、フ
ランス（4例）、ドイツ（1例）、アイルランド（2例）お

よび米国（8州で10件、1件を除いて全て1例）で報
告された。
　馬ヘルペスウイルス 4 型 (EHV-4) による呼吸
器疾患が、アルゼンチン（4件）、ベルギー（1件）、フ
ランス（59件）、ドイツ、南アフリカとスイス（それ
ぞれ1例）ならびに英国（4件）で報告された。フラ
ンスならびにドイツでは、EHV- 4による流産がそ
れぞれ１例報告された。
　馬ヘルペスウイルス 2 型／5 型感染症が、米国
のいくつかの州で複数、発生し、呼吸器疾患が認め
られる症例も認められた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（2施設でそれぞ
れ1例）、 ドイツ（1例）、ギリシャ（1例）ならびに米
国（6州で18例、そのうち12例はテキサス州）で報
告された。
　南アフリカでは、馬ピロプラズマ病が全土に広
く存在しており、5州において複数例が確認され
た。
　ドイツでは、伝染性子宮炎の病原体である
Taylorella equigenitalisがアイスランド種の種牡馬
8頭と牝馬1頭で確認された。7施設で発生があっ
た。
　スイスと米国ではそれぞれ1例ずつ、EHV-3によ
る馬媾疹の発生が報告された。
　サルモネラ菌感染症がアイルランド（1例）と米
国（12例でその多くは血清型 B 群サルモネラによ
る）で報告された。米国では馬ネオリケッチア症

（ポトマック馬熱）が3例確認され、ドイツではロ
タウイルスによる下痢が子馬1例で確認された。
　米国のネブラスカ州で、狂犬病が1例確認され
た。
　米国で、東部馬脳炎の発生が10例報告され、全
てフロリダ州における症例であった。
　ウエストナイル脳炎が、ブラジルと南アフリカ
でそれぞれ1例報告された。
　南アフリカは16例のミドルブルグウイルス感
染や2例のシュニウイルス感染による脳炎症例の
発生も報告した。
　南アフリカでは馬脳症の発生が報告された。5
州で33例が診断され、そのうちウエスタンケープ
州では7例が発生した。
　ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、調

査期間中に14例の発生が確認された。
　ドイツでは1例のアナプラズマ感染症、またス
イスでは4例のエールリヒア症の発生が確認され
た。

フタトゲチマダニ （Haemaphysalis longicornis）: 
外来種マダニに対する課題
　フタトゲチマダニ（Asian longhorned ticks：
ALT）は、小型の赤褐色のダニで、即座に識別でき
る特徴がない。さらに未吸血の成虫は、米国でよく
見られる他のマダニ科のダニより小さい（3～
4mm）。米国において最初にALTと同定されたの
は、2017年にニュージャージー州において重度に
寄生されたヒツジから採取した検体であった。本
件は米国において過去50年間で新種のマダニ類
が検出された初めてのケースと考えられた。しか
しながらその後の調査によって、2013年にニュー
ジャージー州においてイヌから採取した検体が、
当初はウサギに感染する米国に生息するチマダニ
属のダニ（Haemaphysalis leporispalustris）として
同定されていたが、実はALTであったことが判明
した。その結果、ALTは何年も前から生息し各地に
広がっていたことが明らかとなった。2018年8月
現在、ALTはアーカンソー州、コネチカット州、メ
リーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク
州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、バー
ジニア州、ウエストバージニア州の1カ所以上で
確認されてきた（図 1）。報告された宿主として、ウ
シ、イヌ、ウマ、オポッサム、オジロジカなどがあ
る。

　中国、韓国、日本に本来分布するALTは、オース
トラリアやニュージーランドに定着し、様々な野
生動物、家畜やヒトを吸血している。本種は高温多
湿が至適環境である。しかしながら、発育零点の
12℃から致死温度である40℃まで耐えることが
できる。本種の成虫および特に幼虫期は比較的脱
水に対する耐性が低く、このことが本種の米国で
の分布域に大きく影響を与えるであろうと考えら
れる。
　ALTは３宿主性でおおよそ１年の生活環を有す
る。本来の生息域では雄雌はほぼ同数であるが、米
国では雄はほとんど見つからない。米国では単為
生殖（雄による授精を必要としない雌性産生）が主
な生態の特徴である（図2）。雌は約2,000個のすべ
て雌となる卵を産卵することができ、そのため定
着するとその地域の個体数は急速に増加する。そ
の結果、寄生された宿主には著しい失血が認めら
れ、またストレスがかかる。ALTが最初に侵入した
時期は不明であるが、遺伝子マッピングによって
3つのミトコンドリアDNA系統が特定されてい
る。このことは少なくとも3つの異なる雌性系統
があることを示す。単為生殖は、新しい生息場所の
環境要因に対して比較的迅速な生物型（バイオタ
イプ）の選択が可能となる。
　中国においてヒツジから採取したALTによる
と、耳や眼周囲がよく吸着される部位である。米国
で採取、検査された検体はいかなる疾病の病原体

も保有していなかったが、ALTはアジアにおいて
は疾病のベクターとなり、オーストラリアや
ニュージーランドではウシのタイレリア症やバベ
シア症、韓国ではアナプラズマ症の原因となる。重
症熱性血小板減少症候群（Severe fever with 
thrombocytopenia syndrome：SFTS）は、新たに発
見されたプレボウイルスに属するSFTS ウイルス

（SFTSV）を原因とする東アジアの新興性の出血熱
である。フタトゲチマダニはSFTSVのベクターと
して疑われてきた。米国においてフタトゲチマダ
ニがSFTSVのベクターとなる可能性はいずれ分か
るであろう。フタトゲチマダニの疑いがある保存
サンプルは、アイオワ州エイムズの国立獣医研究
所に同定のため送付すべきである。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD
ltownsen@uky.edu
(859) 257-7455
Department of Entomology
University of Kentucky
Lexington, KY
 
競技馬の筋疾患
　ウマの筋組織はエンジンルームであり、サラブ
レッド種の体重の半分以上を占める。細胞レベル
では、力の発揮および熱産生機能を調整する特殊
なタンパク質の無数の配列で構成される複雑な組
織である。筋組織の障害はプアパフォーマンス、と
きに死亡の原因となる。さらに特定の競技馬群で
は5～25%の個体が遺伝性の筋疾患を有している。
筋疾患は競技馬の複数の品種で普通に認められ、
意外にも発達した筋肉や効率的な代謝など、有利
となる効果をもたらすことがある。
　ウマの競技パフォーマンスにおける筋組織の重
要性を考慮すると当然のことであるが、多くの研
究の焦点が当てられてきた。過去20年の間に、競
技馬の「タイイングアップ」は少なくとも3つの
別々の疾患に分類され、遺伝性であることから品
種による素因の違いが強い傾向が認められる。著
しい脱力、呼吸麻痺や早期新生子死亡などの原因
となるいくつかの他の遺伝性筋疾患もまた明らか

になってきた。医学の進歩によって、今日ではこれ
らの疾患の多くに対し、遺伝学的根拠に基づく簡
便な被毛あるいは血液検査が実施される。生産者
は、科学的に検証された遺伝学的検査を用いて、所
有する種畜が既知の疾患に罹患していないかを検
査することによって、適切に管理責任を果たすこ
とが推奨される。現在実施されている研究によっ
て、サラブレッド種およびスタンダードブレッド
種のタイイングアップの原因となる疾患遺伝子
マーカーの特定が試みられている。それは困難な
課題であるが、アラブ種でも同様の研究が実施さ
れている。先端的な分子技術はまた、他のいくつか
の疾患に対しても、臨床症状の原因を特定する一
助として細胞レベルで生じている異常を正確に把
握し、そして効果的な遺伝子検査法の開発にさら
に寄与するために用いられている。
　疾患の細胞レベルでの特徴や原因となる遺伝子
変異のかなりの部分が明らかとなっていることか
ら、現在最もよく解明されている競技馬の筋疾患
は、多糖類貯蔵ミオパチー（Polysacchar ide  
Storage Myopathy：PSSM）、高カリウム性周期性
四肢麻痺（Hyperkalemic Periodic　Paralysis：
HYPP）、グリコーゲン分枝酵素欠損症（Glycogen 
Branching Enzyme Deficiency：GBED）である。
PSSMはクォーターホースやクォーターホース系
統のウマでよく認められ、典型的なタイイング
アップの症状を示す。この疾病は、これらの種に望
ましいとされるボディーコンディションの高さと
も関連している。HYPPは虚弱、麻痺そして時に死
亡の原因となる。本疾患は筋肉量の多さとも関連
性があり、それ故にこの形質を選択的に繁殖させ
ることによって広がった。GBEDはクォーターホー
スやペイントホースにとって致死性疾患であり、
生後数日から数週間で虚弱や死亡の原因となる。
この疾患は稀であり良いとされる形質との関連性
は認められない。これらの３つの疾患は被毛ある
いは血液を用いて簡単に検査できる。
　スタンダードブレッド種やサラブレッド種に認
められる疾患は、トレーニング中にタイイング
アップを示すものの、実際の競走において臨床症
状を示すことはまれか、まずない。この疾病は再発
性労作性横紋筋融解症（Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis：RER）と呼ばれる。本疾患は細胞
レベルにおいてより速い収縮運動を可能にするた
め、速く走るウマによく認められる傾向があり、正
の選択圧がかけられてきた。長年に亘る努力にも
かかわらず、RERの遺伝学的な解明は思うように
進まなかった。温血種やアラブ種はまた「筋原線維
性ミオパチー（Myofibrillar Myopathy ：MFM）」と
最近名付けられた疾患に罹患することがある。本
疾患の臨床症状として、アラブ種ではタイイング
アップ、温血種ではプアパフォーマンスや明確な
特徴のない運動異常が認められる。MFMの遺伝的
要因は分かっておらず、MFM あるいはRERに対し
て科学的に有効性が認められた遺伝学的検査はな
い。
　要約すると、筋疾患は競技馬に多く認められ、
様々な症状を呈し時に致死的である。ウマに求め
られる特定の良いとされる形質との関連性が、こ
れらの疾患が広がる原因の一つとなってきた。遺
伝学的検査は多くのウマの遺伝性疾患に利用可能
であり、まだ解明されていない疾患に対する検査
も今後何年かのうちに開発されるであろう。遺伝
学的な管理は、遺伝性疾患の教育を受け、パフォー
マンスが高いだけでなく遺伝的に問題のないウマ
を生産するための交配選抜を実施している生産者
にかかっている。

連絡先：
Erica McKenzie, BSc, BVMS, PhD, DACVIM, 
DACVSMR
erica.mckenzie@oregonstate.edu
(541) 737-2858
Carlson College of Veterinary Medicine
Oregon State University
Corvallis, OR
 
ウマの腎疾患
　腎機能は全ての動物種の全身の健康において重
要な要素である。腎臓はいくつかの重要な機能を
果たす。いくつか例を挙げると、老廃物の除去、電
解質の平衡、血圧の維持、骨健康のためのカルシウ
ム源、赤血球産生因子の産生などがある。加えて、
腎臓は心拍出量の約25%にも及ぶかなりの量の血

液が流れている。それ故に、血流の増減に関わら
ず、血流量の変化は腎臓に重大な影響を与える。
　2010年～2018年の8年間にわたってケンタッ
キー大学家畜診断研究所（UKVDL）に供されたウ
マの剖検症例について、腎臓の病変に関連した診
断がなされていないか調べられた。様々な品種の
ウマの胎子、子馬および成馬が認められた。3.6% 

（386／10,541） のウマにいくつかのタイプの腎
臓病変が認められた。これらの診断のうち、腎臓病
変が原発とされたのが38%  （n=148）、他の病変の
続発性のものが55%（n=211）、偶発性のものが7% 

（n=27）であった。
　原発病変の主要な原因は以下の通りである。炎
症／感染性（95例）；先天性（21例）；腎癌／腎腺癌

（10例）；腎結石 （10例）；中毒 （4例）；外傷 （1例）；
混合型 （慢性腎不全や蛋白喪失性腎症など）（7
例）。
　感染／炎症例のうち、最も多く認められた原因
は細菌性腎炎であった。症例の大多数は、胎子への
Leptospira interrogans感染であった。レプトスピ
ラ症は流産の原因であり、しばしば腎臓に限局し
て認められる。Actinobacillus equuliは他に一般的
に分離される細菌であり、新生子馬に最も多く、成
馬にも時々認められる。子馬においてA. equuli感
染は、「sleepy foal disease」 と呼ばれる。A. equuli
の感染経路として、臍孔、吸入あるいは経口摂取が
挙げられる。いくつかの症例が細菌性腎盂腎炎と
診断された。細菌性腎盂腎炎は腎盂の炎症であり、
下部尿路（膀胱など）から上行性に波及する感染の
結果として最も頻繁に起こる。UKVDLで症例から
最もよく分離された細菌は、St r ep t o co c cu s  
zooepidemicus、Escherichia coliおよびEnterococcus 
spであった。
　先天性のカテゴリーに含まれた病変は、腎形成
不全、腎無形成、先天性腎嚢胞あるいは先天性水腎
／水尿管症であった。いくつかの動物種（イヌやブ
タなど）では、腎臓の異常に遺伝あるいは栄養の関
与が提唱されているが、ウマではこれらの先天性
病変の発症機序については未だに解明されていな
い。
　10頭のウマが重度の腎結石症と診断された。結
石は炭酸カルシウムあるいは炭酸カルシウムと他

の無機物との混合物から成っていた。一般的に腎
結石のウマは閉塞がおこらなければ無症状であ
る。腎結石の進行は、嚢胞、腎乳頭壊死、腎盂腎炎あ
るいは腎癌など腎臓疾患の様々な病巣に関連して
いた。
　長期間に亘る非ステロイド抗炎症剤（NSAIDs）
の使用によると疑われる腎乳頭（腎稜）壊死が、中
毒に分類された4症例のうち3症例で診断された。
NSAIDs（フェニルブタゾン／ビュートやフルニキ
シンメグルミン／バナミン）はウマの疼痛管理の
ために頻繁に使用される。NSAIDsは特定の酵素群
であるシクロオキシゲナーゼ（COX）を抑制するこ
とで作用し、炎症を抑える。不幸にも、この経路に
おける他の下流阻害効果には、プロスタグランジ
ン産生減少がある。腎髄質の特定の細胞は、組織へ
の血流量を調整する伝達物質であるプロスタグラ
ンジンを産生する。よって、プロスタグランジン産

生が減少すると腎髄質への血流は減少し、最終的
に壊死してしまう。他に悪化因子としては、脱水や
複数のNSAIDsの使用などがある。幸い、NSAIDsに
よる腎臓の合併症に関する記載は多く、実際には
慎重に投与されている。
　ウマの腎臓は全身の健康において重要な役割を
果たす。様々な疾病の進行過程で腎機能を低下さ
せてしまう可能性がある。ウマの健康のためには、
これらの疾病を意識することが重要である。

連絡先：
Jennifer Janes, DVM, PhD
jennifer.janes@uky.edu
(859) 257-8283
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
　ベクター（節足動物）媒介性疾患は、世界の特定
の地域や国々ではヒトや動物の健康にとって最も
深刻な脅威の一部となっている。歴史的に生じた
境界線（国境）を超えて伝播する病原体は増加を続
けており、これは少なからず生きた動物や畜産物
の国際貿易の継続的な拡大および地球規模の気候
変動によるものである。２種類のヒトの病原体、チ
クングニヤウイルスおよびジカウイルスが近年、
アフリカ大陸から世界へ蔓延したことは、これら
の疾病やその他の節足動物媒介疾患を封じ込める
ことが国際社会においていかに困難なことである
かを物語っている。
　感染症に関して、今日の世界では、異なる国々の
ヒトと動物が、地球規模で共生しており、国境や国
の政治的影響が及ぶ範囲が曖昧になっていると考
えることが、より適切である。疾病を含めあらゆる
問題に関する情報を交換する上で、ソーシャルメ
ディアが重要な役割を果たす国際社会になってき
た。
　米国における特定の疾病のベクターの多様性や
生息域に加えて、特定の節足動物、例えばマダニ
や蚊で、これまで国内で認められていなかった
いわゆる外来種が侵入する可能性があることを
心に留めておく必要がある。フタトゲチマダニ

（Haemaphysalis longicornis）の米国における最初
の発見に関する本号の記事は、外来マダニ種に
よってもたらされ得る課題を浮き彫りにする。フ
タトゲチマダニは、多くの環太平洋諸国において
様々な疾病の媒介生物となり得ることが明らかと
なっているが、米国で動物やヒトの疾病を伝播す
る潜在的能力についてはまだ解明されていない。
この数か月間に、外来種のヤマトヤブカ（Aedes 
(Ochlerotatus) japonicus）のスペインへの侵入なら
びにマダニ（Hyalomma marginatum や H. rufipes） 

のドイツへの侵入も報告された。
　2018年に初めてフタトゲチマダニの発見が報
告されたが、その後の調査によって米国内では
2013年には生息していたことが明らかとなった。
この最も新しい経験から学ぶべき教訓は、蚊やダ
ニが媒介する既知のウマ科動物の疾病の、潜在的
なベクターとなり得る様々なダニや昆虫種の生息
域や分布を確立するために、これらの種の生息数
について、より大規模な疫学調査やモニタリング
が必要であるということである。
　将来発生するであろう疾病の脅威により適切に
対応するために、大規模な疾病の発生への適切な
対応能の改善と共に、より包括的なベクターおよ
び疾病監視プログラムに向けての基盤を支える資
源を活用する必要がある。そうした脅威のリスク
は、商取引のグローバル化の継続的な成長、我々を
取り巻く環境の気候変動による影響、そしてベク
ターやベクター媒介性疾患の拡がりとともに、い
や応なく増加するであろう。
　次に発生するであろう新たな疾病の脅威に対し
てより十分に準備するためには、新たな疾病ある
いは外来性外部寄生虫の症例や流行時の対応でし
ばしば「第一対応者」となる臨床獣医師への更なる
周知と高度な教育が不可欠である。発生する可能
性のある様々な疾病の脅威に対処するには、社会
全体への教育と国民全体による参加もまた重要で
ある。

連絡先：
Peter J. Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094
Charles Issel, DVM, PhD
cissel@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center

University of Kentucky
Lexington, KY
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の発生が、南アフリカのウエスタ
ンケープ州を除くほとんどの州で報告された。ス
ワジランドでは1件発生した。馬インフルエンザ
がアルゼンチン、英国、ウルグアイならびに米国で
発生した。アルゼンチンでは、5つの州の10施設に
おいて少なくとも42例が診断された。主に3歳の
ウマが感染した。ウイルス株は、H3N8型フロリダ
亜系統クレード1に属していた。英国ならびにウ
ルグアイでは、それぞれ1件発生した。米国では馬
インフルエンザは風土病として報告されており、
4つの州で発生し、そのうち1州では複数例の発生
が確認された。
　ドイツ、アイルランド、スイス、英国ならびに米
国では、腺疫の発生が報告された。確認された腺疫
の発生数は、ドイツで6件、アイルランドで4つの
州で多数、スイスでは8件であった。英国ならびに
米国では風土病として報告された。米国では24州
で178例を含む85件以上の発生が報告された。
　馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染症が、ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、日本、南アフリカ、スイス、英国なら
びに米国で報告された。発熱を伴う感染例が米国
の3つの州で診断された。EHV-1 による呼吸器疾
患が、ベルギー（10件）、フランス（7件）、ドイツ（1
例）、スイス（1件）、英国（1件）、米国（複数の州で広
範囲）で確認された。EHV- 1による流産が、デン
マーク（1例）、フランス（8例）、ドイツ（12例）、日本

（7施設で9例）、南アフリカ（2例）、英国（5例で、そ
のうち3例は1施設で発生）および米国（2例）で報
告された。
　EHV-1に起因する新生子馬の疾病が、フランス

（1例）と英国（2例）で診断された。
　EHV-1による神経疾患が、デンマーク（2例）、フ
ランス（4例）、ドイツ（1例）、アイルランド（2例）お

よび米国（8州で10件、1件を除いて全て1例）で報
告された。
　馬ヘルペスウイルス 4 型 (EHV-4) による呼吸
器疾患が、アルゼンチン（4件）、ベルギー（1件）、フ
ランス（59件）、ドイツ、南アフリカとスイス（それ
ぞれ1例）ならびに英国（4件）で報告された。フラ
ンスならびにドイツでは、EHV- 4による流産がそ
れぞれ１例報告された。
　馬ヘルペスウイルス 2 型／5 型感染症が、米国
のいくつかの州で複数、発生し、呼吸器疾患が認め
られる症例も認められた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（2施設でそれぞ
れ1例）、 ドイツ（1例）、ギリシャ（1例）ならびに米
国（6州で18例、そのうち12例はテキサス州）で報
告された。
　南アフリカでは、馬ピロプラズマ病が全土に広
く存在しており、5州において複数例が確認され
た。
　ドイツでは、伝染性子宮炎の病原体である
Taylorella equigenitalisがアイスランド種の種牡馬
8頭と牝馬1頭で確認された。7施設で発生があっ
た。
　スイスと米国ではそれぞれ1例ずつ、EHV-3によ
る馬媾疹の発生が報告された。
　サルモネラ菌感染症がアイルランド（1例）と米
国（12例でその多くは血清型 B 群サルモネラによ
る）で報告された。米国では馬ネオリケッチア症

（ポトマック馬熱）が3例確認され、ドイツではロ
タウイルスによる下痢が子馬1例で確認された。
　米国のネブラスカ州で、狂犬病が1例確認され
た。
　米国で、東部馬脳炎の発生が10例報告され、全
てフロリダ州における症例であった。
　ウエストナイル脳炎が、ブラジルと南アフリカ
でそれぞれ1例報告された。
　南アフリカは16例のミドルブルグウイルス感
染や2例のシュニウイルス感染による脳炎症例の
発生も報告した。
　南アフリカでは馬脳症の発生が報告された。5
州で33例が診断され、そのうちウエスタンケープ
州では7例が発生した。
　ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、調

査期間中に14例の発生が確認された。
　ドイツでは1例のアナプラズマ感染症、またス
イスでは4例のエールリヒア症の発生が確認され
た。

フタトゲチマダニ （Haemaphysalis longicornis）: 
外来種マダニに対する課題
　フタトゲチマダニ（Asian longhorned ticks：
ALT）は、小型の赤褐色のダニで、即座に識別でき
る特徴がない。さらに未吸血の成虫は、米国でよく
見られる他のマダニ科のダニより小さい（3～
4mm）。米国において最初にALTと同定されたの
は、2017年にニュージャージー州において重度に
寄生されたヒツジから採取した検体であった。本
件は米国において過去50年間で新種のマダニ類
が検出された初めてのケースと考えられた。しか
しながらその後の調査によって、2013年にニュー
ジャージー州においてイヌから採取した検体が、
当初はウサギに感染する米国に生息するチマダニ
属のダニ（Haemaphysalis leporispalustris）として
同定されていたが、実はALTであったことが判明
した。その結果、ALTは何年も前から生息し各地に
広がっていたことが明らかとなった。2018年8月
現在、ALTはアーカンソー州、コネチカット州、メ
リーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク
州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、バー
ジニア州、ウエストバージニア州の1カ所以上で
確認されてきた（図 1）。報告された宿主として、ウ
シ、イヌ、ウマ、オポッサム、オジロジカなどがあ
る。

　中国、韓国、日本に本来分布するALTは、オース
トラリアやニュージーランドに定着し、様々な野
生動物、家畜やヒトを吸血している。本種は高温多
湿が至適環境である。しかしながら、発育零点の
12℃から致死温度である40℃まで耐えることが
できる。本種の成虫および特に幼虫期は比較的脱
水に対する耐性が低く、このことが本種の米国で
の分布域に大きく影響を与えるであろうと考えら
れる。
　ALTは３宿主性でおおよそ１年の生活環を有す
る。本来の生息域では雄雌はほぼ同数であるが、米
国では雄はほとんど見つからない。米国では単為
生殖（雄による授精を必要としない雌性産生）が主
な生態の特徴である（図2）。雌は約2,000個のすべ
て雌となる卵を産卵することができ、そのため定
着するとその地域の個体数は急速に増加する。そ
の結果、寄生された宿主には著しい失血が認めら
れ、またストレスがかかる。ALTが最初に侵入した
時期は不明であるが、遺伝子マッピングによって
3つのミトコンドリアDNA系統が特定されてい
る。このことは少なくとも3つの異なる雌性系統
があることを示す。単為生殖は、新しい生息場所の
環境要因に対して比較的迅速な生物型（バイオタ
イプ）の選択が可能となる。
　中国においてヒツジから採取したALTによる
と、耳や眼周囲がよく吸着される部位である。米国
で採取、検査された検体はいかなる疾病の病原体

も保有していなかったが、ALTはアジアにおいて
は疾病のベクターとなり、オーストラリアや
ニュージーランドではウシのタイレリア症やバベ
シア症、韓国ではアナプラズマ症の原因となる。重
症熱性血小板減少症候群（Severe fever with 
thrombocytopenia syndrome：SFTS）は、新たに発
見されたプレボウイルスに属するSFTS ウイルス

（SFTSV）を原因とする東アジアの新興性の出血熱
である。フタトゲチマダニはSFTSVのベクターと
して疑われてきた。米国においてフタトゲチマダ
ニがSFTSVのベクターとなる可能性はいずれ分か
るであろう。フタトゲチマダニの疑いがある保存
サンプルは、アイオワ州エイムズの国立獣医研究
所に同定のため送付すべきである。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD
ltownsen@uky.edu
(859) 257-7455
Department of Entomology
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競技馬の筋疾患
　ウマの筋組織はエンジンルームであり、サラブ
レッド種の体重の半分以上を占める。細胞レベル
では、力の発揮および熱産生機能を調整する特殊
なタンパク質の無数の配列で構成される複雑な組
織である。筋組織の障害はプアパフォーマンス、と
きに死亡の原因となる。さらに特定の競技馬群で
は5～25%の個体が遺伝性の筋疾患を有している。
筋疾患は競技馬の複数の品種で普通に認められ、
意外にも発達した筋肉や効率的な代謝など、有利
となる効果をもたらすことがある。
　ウマの競技パフォーマンスにおける筋組織の重
要性を考慮すると当然のことであるが、多くの研
究の焦点が当てられてきた。過去20年の間に、競
技馬の「タイイングアップ」は少なくとも3つの
別々の疾患に分類され、遺伝性であることから品
種による素因の違いが強い傾向が認められる。著
しい脱力、呼吸麻痺や早期新生子死亡などの原因
となるいくつかの他の遺伝性筋疾患もまた明らか

になってきた。医学の進歩によって、今日ではこれ
らの疾患の多くに対し、遺伝学的根拠に基づく簡
便な被毛あるいは血液検査が実施される。生産者
は、科学的に検証された遺伝学的検査を用いて、所
有する種畜が既知の疾患に罹患していないかを検
査することによって、適切に管理責任を果たすこ
とが推奨される。現在実施されている研究によっ
て、サラブレッド種およびスタンダードブレッド
種のタイイングアップの原因となる疾患遺伝子
マーカーの特定が試みられている。それは困難な
課題であるが、アラブ種でも同様の研究が実施さ
れている。先端的な分子技術はまた、他のいくつか
の疾患に対しても、臨床症状の原因を特定する一
助として細胞レベルで生じている異常を正確に把
握し、そして効果的な遺伝子検査法の開発にさら
に寄与するために用いられている。
　疾患の細胞レベルでの特徴や原因となる遺伝子
変異のかなりの部分が明らかとなっていることか
ら、現在最もよく解明されている競技馬の筋疾患
は、多糖類貯蔵ミオパチー（Polysacchar ide  
Storage Myopathy：PSSM）、高カリウム性周期性
四肢麻痺（Hyperkalemic Periodic　Paralysis：
HYPP）、グリコーゲン分枝酵素欠損症（Glycogen 
Branching Enzyme Deficiency：GBED）である。
PSSMはクォーターホースやクォーターホース系
統のウマでよく認められ、典型的なタイイング
アップの症状を示す。この疾病は、これらの種に望
ましいとされるボディーコンディションの高さと
も関連している。HYPPは虚弱、麻痺そして時に死
亡の原因となる。本疾患は筋肉量の多さとも関連
性があり、それ故にこの形質を選択的に繁殖させ
ることによって広がった。GBEDはクォーターホー
スやペイントホースにとって致死性疾患であり、
生後数日から数週間で虚弱や死亡の原因となる。
この疾患は稀であり良いとされる形質との関連性
は認められない。これらの３つの疾患は被毛ある
いは血液を用いて簡単に検査できる。
　スタンダードブレッド種やサラブレッド種に認
められる疾患は、トレーニング中にタイイング
アップを示すものの、実際の競走において臨床症
状を示すことはまれか、まずない。この疾病は再発
性労作性横紋筋融解症（Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis：RER）と呼ばれる。本疾患は細胞
レベルにおいてより速い収縮運動を可能にするた
め、速く走るウマによく認められる傾向があり、正
の選択圧がかけられてきた。長年に亘る努力にも
かかわらず、RERの遺伝学的な解明は思うように
進まなかった。温血種やアラブ種はまた「筋原線維
性ミオパチー（Myofibrillar Myopathy ：MFM）」と
最近名付けられた疾患に罹患することがある。本
疾患の臨床症状として、アラブ種ではタイイング
アップ、温血種ではプアパフォーマンスや明確な
特徴のない運動異常が認められる。MFMの遺伝的
要因は分かっておらず、MFM あるいはRERに対し
て科学的に有効性が認められた遺伝学的検査はな
い。
　要約すると、筋疾患は競技馬に多く認められ、
様々な症状を呈し時に致死的である。ウマに求め
られる特定の良いとされる形質との関連性が、こ
れらの疾患が広がる原因の一つとなってきた。遺
伝学的検査は多くのウマの遺伝性疾患に利用可能
であり、まだ解明されていない疾患に対する検査
も今後何年かのうちに開発されるであろう。遺伝
学的な管理は、遺伝性疾患の教育を受け、パフォー
マンスが高いだけでなく遺伝的に問題のないウマ
を生産するための交配選抜を実施している生産者
にかかっている。

連絡先：
Erica McKenzie, BSc, BVMS, PhD, DACVIM, 
DACVSMR
erica.mckenzie@oregonstate.edu
(541) 737-2858
Carlson College of Veterinary Medicine
Oregon State University
Corvallis, OR
 
ウマの腎疾患
　腎機能は全ての動物種の全身の健康において重
要な要素である。腎臓はいくつかの重要な機能を
果たす。いくつか例を挙げると、老廃物の除去、電
解質の平衡、血圧の維持、骨健康のためのカルシウ
ム源、赤血球産生因子の産生などがある。加えて、
腎臓は心拍出量の約25%にも及ぶかなりの量の血

液が流れている。それ故に、血流の増減に関わら
ず、血流量の変化は腎臓に重大な影響を与える。
　2010年～2018年の8年間にわたってケンタッ
キー大学家畜診断研究所（UKVDL）に供されたウ
マの剖検症例について、腎臓の病変に関連した診
断がなされていないか調べられた。様々な品種の
ウマの胎子、子馬および成馬が認められた。3.6% 

（386／10,541） のウマにいくつかのタイプの腎
臓病変が認められた。これらの診断のうち、腎臓病
変が原発とされたのが38%  （n=148）、他の病変の
続発性のものが55%（n=211）、偶発性のものが7% 

（n=27）であった。
　原発病変の主要な原因は以下の通りである。炎
症／感染性（95例）；先天性（21例）；腎癌／腎腺癌

（10例）；腎結石 （10例）；中毒 （4例）；外傷 （1例）；
混合型 （慢性腎不全や蛋白喪失性腎症など）（7
例）。
　感染／炎症例のうち、最も多く認められた原因
は細菌性腎炎であった。症例の大多数は、胎子への
Leptospira interrogans感染であった。レプトスピ
ラ症は流産の原因であり、しばしば腎臓に限局し
て認められる。Actinobacillus equuliは他に一般的
に分離される細菌であり、新生子馬に最も多く、成
馬にも時々認められる。子馬においてA. equuli感
染は、「sleepy foal disease」 と呼ばれる。A. equuli
の感染経路として、臍孔、吸入あるいは経口摂取が
挙げられる。いくつかの症例が細菌性腎盂腎炎と
診断された。細菌性腎盂腎炎は腎盂の炎症であり、
下部尿路（膀胱など）から上行性に波及する感染の
結果として最も頻繁に起こる。UKVDLで症例から
最もよく分離された細菌は、St r ep t o co c cu s  
zooepidemicus、Escherichia coliおよびEnterococcus 
spであった。
　先天性のカテゴリーに含まれた病変は、腎形成
不全、腎無形成、先天性腎嚢胞あるいは先天性水腎
／水尿管症であった。いくつかの動物種（イヌやブ
タなど）では、腎臓の異常に遺伝あるいは栄養の関
与が提唱されているが、ウマではこれらの先天性
病変の発症機序については未だに解明されていな
い。
　10頭のウマが重度の腎結石症と診断された。結
石は炭酸カルシウムあるいは炭酸カルシウムと他

の無機物との混合物から成っていた。一般的に腎
結石のウマは閉塞がおこらなければ無症状であ
る。腎結石の進行は、嚢胞、腎乳頭壊死、腎盂腎炎あ
るいは腎癌など腎臓疾患の様々な病巣に関連して
いた。
　長期間に亘る非ステロイド抗炎症剤（NSAIDs）
の使用によると疑われる腎乳頭（腎稜）壊死が、中
毒に分類された4症例のうち3症例で診断された。
NSAIDs（フェニルブタゾン／ビュートやフルニキ
シンメグルミン／バナミン）はウマの疼痛管理の
ために頻繁に使用される。NSAIDsは特定の酵素群
であるシクロオキシゲナーゼ（COX）を抑制するこ
とで作用し、炎症を抑える。不幸にも、この経路に
おける他の下流阻害効果には、プロスタグランジ
ン産生減少がある。腎髄質の特定の細胞は、組織へ
の血流量を調整する伝達物質であるプロスタグラ
ンジンを産生する。よって、プロスタグランジン産

生が減少すると腎髄質への血流は減少し、最終的
に壊死してしまう。他に悪化因子としては、脱水や
複数のNSAIDsの使用などがある。幸い、NSAIDsに
よる腎臓の合併症に関する記載は多く、実際には
慎重に投与されている。
　ウマの腎臓は全身の健康において重要な役割を
果たす。様々な疾病の進行過程で腎機能を低下さ
せてしまう可能性がある。ウマの健康のためには、
これらの疾病を意識することが重要である。

連絡先：
Jennifer Janes, DVM, PhD
jennifer.janes@uky.edu
(859) 257-8283
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY

雌のフタトゲチマダニ（ALT）は雄の授精なしで繁殖し、定着後
は地域の個体数が急速に増加する。ALTは約2,000個の全てが雌
となる卵を産卵出来る。米国では雄のALTは稀である。原図：
James Gathany（CDC）

図2

図1　米国内におけるフタトゲチマダニの分布
（2018年8月30日現在）
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時事解説
　ベクター（節足動物）媒介性疾患は、世界の特定
の地域や国々ではヒトや動物の健康にとって最も
深刻な脅威の一部となっている。歴史的に生じた
境界線（国境）を超えて伝播する病原体は増加を続
けており、これは少なからず生きた動物や畜産物
の国際貿易の継続的な拡大および地球規模の気候
変動によるものである。２種類のヒトの病原体、チ
クングニヤウイルスおよびジカウイルスが近年、
アフリカ大陸から世界へ蔓延したことは、これら
の疾病やその他の節足動物媒介疾患を封じ込める
ことが国際社会においていかに困難なことである
かを物語っている。
　感染症に関して、今日の世界では、異なる国々の
ヒトと動物が、地球規模で共生しており、国境や国
の政治的影響が及ぶ範囲が曖昧になっていると考
えることが、より適切である。疾病を含めあらゆる
問題に関する情報を交換する上で、ソーシャルメ
ディアが重要な役割を果たす国際社会になってき
た。
　米国における特定の疾病のベクターの多様性や
生息域に加えて、特定の節足動物、例えばマダニ
や蚊で、これまで国内で認められていなかった
いわゆる外来種が侵入する可能性があることを
心に留めておく必要がある。フタトゲチマダニ

（Haemaphysalis longicornis）の米国における最初
の発見に関する本号の記事は、外来マダニ種に
よってもたらされ得る課題を浮き彫りにする。フ
タトゲチマダニは、多くの環太平洋諸国において
様々な疾病の媒介生物となり得ることが明らかと
なっているが、米国で動物やヒトの疾病を伝播す
る潜在的能力についてはまだ解明されていない。
この数か月間に、外来種のヤマトヤブカ（Aedes 
(Ochlerotatus) japonicus）のスペインへの侵入なら
びにマダニ（Hyalomma marginatum や H. rufipes） 

のドイツへの侵入も報告された。
　2018年に初めてフタトゲチマダニの発見が報
告されたが、その後の調査によって米国内では
2013年には生息していたことが明らかとなった。
この最も新しい経験から学ぶべき教訓は、蚊やダ
ニが媒介する既知のウマ科動物の疾病の、潜在的
なベクターとなり得る様々なダニや昆虫種の生息
域や分布を確立するために、これらの種の生息数
について、より大規模な疫学調査やモニタリング
が必要であるということである。
　将来発生するであろう疾病の脅威により適切に
対応するために、大規模な疾病の発生への適切な
対応能の改善と共に、より包括的なベクターおよ
び疾病監視プログラムに向けての基盤を支える資
源を活用する必要がある。そうした脅威のリスク
は、商取引のグローバル化の継続的な成長、我々を
取り巻く環境の気候変動による影響、そしてベク
ターやベクター媒介性疾患の拡がりとともに、い
や応なく増加するであろう。
　次に発生するであろう新たな疾病の脅威に対し
てより十分に準備するためには、新たな疾病ある
いは外来性外部寄生虫の症例や流行時の対応でし
ばしば「第一対応者」となる臨床獣医師への更なる
周知と高度な教育が不可欠である。発生する可能
性のある様々な疾病の脅威に対処するには、社会
全体への教育と国民全体による参加もまた重要で
ある。

連絡先：
Peter J. Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094
Charles Issel, DVM, PhD
cissel@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center

University of Kentucky
Lexington, KY
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の発生が、南アフリカのウエスタ
ンケープ州を除くほとんどの州で報告された。ス
ワジランドでは1件発生した。馬インフルエンザ
がアルゼンチン、英国、ウルグアイならびに米国で
発生した。アルゼンチンでは、5つの州の10施設に
おいて少なくとも42例が診断された。主に3歳の
ウマが感染した。ウイルス株は、H3N8型フロリダ
亜系統クレード1に属していた。英国ならびにウ
ルグアイでは、それぞれ1件発生した。米国では馬
インフルエンザは風土病として報告されており、
4つの州で発生し、そのうち1州では複数例の発生
が確認された。
　ドイツ、アイルランド、スイス、英国ならびに米
国では、腺疫の発生が報告された。確認された腺疫
の発生数は、ドイツで6件、アイルランドで4つの
州で多数、スイスでは8件であった。英国ならびに
米国では風土病として報告された。米国では24州
で178例を含む85件以上の発生が報告された。
　馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染症が、ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、日本、南アフリカ、スイス、英国なら
びに米国で報告された。発熱を伴う感染例が米国
の3つの州で診断された。EHV-1 による呼吸器疾
患が、ベルギー（10件）、フランス（7件）、ドイツ（1
例）、スイス（1件）、英国（1件）、米国（複数の州で広
範囲）で確認された。EHV- 1による流産が、デン
マーク（1例）、フランス（8例）、ドイツ（12例）、日本

（7施設で9例）、南アフリカ（2例）、英国（5例で、そ
のうち3例は1施設で発生）および米国（2例）で報
告された。
　EHV-1に起因する新生子馬の疾病が、フランス

（1例）と英国（2例）で診断された。
　EHV-1による神経疾患が、デンマーク（2例）、フ
ランス（4例）、ドイツ（1例）、アイルランド（2例）お

よび米国（8州で10件、1件を除いて全て1例）で報
告された。
　馬ヘルペスウイルス 4 型 (EHV-4) による呼吸
器疾患が、アルゼンチン（4件）、ベルギー（1件）、フ
ランス（59件）、ドイツ、南アフリカとスイス（それ
ぞれ1例）ならびに英国（4件）で報告された。フラ
ンスならびにドイツでは、EHV- 4による流産がそ
れぞれ１例報告された。
　馬ヘルペスウイルス 2 型／5 型感染症が、米国
のいくつかの州で複数、発生し、呼吸器疾患が認め
られる症例も認められた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（2施設でそれぞ
れ1例）、 ドイツ（1例）、ギリシャ（1例）ならびに米
国（6州で18例、そのうち12例はテキサス州）で報
告された。
　南アフリカでは、馬ピロプラズマ病が全土に広
く存在しており、5州において複数例が確認され
た。
　ドイツでは、伝染性子宮炎の病原体である
Taylorella equigenitalisがアイスランド種の種牡馬
8頭と牝馬1頭で確認された。7施設で発生があっ
た。
　スイスと米国ではそれぞれ1例ずつ、EHV-3によ
る馬媾疹の発生が報告された。
　サルモネラ菌感染症がアイルランド（1例）と米
国（12例でその多くは血清型 B 群サルモネラによ
る）で報告された。米国では馬ネオリケッチア症

（ポトマック馬熱）が3例確認され、ドイツではロ
タウイルスによる下痢が子馬1例で確認された。
　米国のネブラスカ州で、狂犬病が1例確認され
た。
　米国で、東部馬脳炎の発生が10例報告され、全
てフロリダ州における症例であった。
　ウエストナイル脳炎が、ブラジルと南アフリカ
でそれぞれ1例報告された。
　南アフリカは16例のミドルブルグウイルス感
染や2例のシュニウイルス感染による脳炎症例の
発生も報告した。
　南アフリカでは馬脳症の発生が報告された。5
州で33例が診断され、そのうちウエスタンケープ
州では7例が発生した。
　ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、調

査期間中に14例の発生が確認された。
　ドイツでは1例のアナプラズマ感染症、またス
イスでは4例のエールリヒア症の発生が確認され
た。

フタトゲチマダニ （Haemaphysalis longicornis）: 
外来種マダニに対する課題
　フタトゲチマダニ（Asian longhorned ticks：
ALT）は、小型の赤褐色のダニで、即座に識別でき
る特徴がない。さらに未吸血の成虫は、米国でよく
見られる他のマダニ科のダニより小さい（3～
4mm）。米国において最初にALTと同定されたの
は、2017年にニュージャージー州において重度に
寄生されたヒツジから採取した検体であった。本
件は米国において過去50年間で新種のマダニ類
が検出された初めてのケースと考えられた。しか
しながらその後の調査によって、2013年にニュー
ジャージー州においてイヌから採取した検体が、
当初はウサギに感染する米国に生息するチマダニ
属のダニ（Haemaphysalis leporispalustris）として
同定されていたが、実はALTであったことが判明
した。その結果、ALTは何年も前から生息し各地に
広がっていたことが明らかとなった。2018年8月
現在、ALTはアーカンソー州、コネチカット州、メ
リーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク
州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、バー
ジニア州、ウエストバージニア州の1カ所以上で
確認されてきた（図 1）。報告された宿主として、ウ
シ、イヌ、ウマ、オポッサム、オジロジカなどがあ
る。

　中国、韓国、日本に本来分布するALTは、オース
トラリアやニュージーランドに定着し、様々な野
生動物、家畜やヒトを吸血している。本種は高温多
湿が至適環境である。しかしながら、発育零点の
12℃から致死温度である40℃まで耐えることが
できる。本種の成虫および特に幼虫期は比較的脱
水に対する耐性が低く、このことが本種の米国で
の分布域に大きく影響を与えるであろうと考えら
れる。
　ALTは３宿主性でおおよそ１年の生活環を有す
る。本来の生息域では雄雌はほぼ同数であるが、米
国では雄はほとんど見つからない。米国では単為
生殖（雄による授精を必要としない雌性産生）が主
な生態の特徴である（図2）。雌は約2,000個のすべ
て雌となる卵を産卵することができ、そのため定
着するとその地域の個体数は急速に増加する。そ
の結果、寄生された宿主には著しい失血が認めら
れ、またストレスがかかる。ALTが最初に侵入した
時期は不明であるが、遺伝子マッピングによって
3つのミトコンドリアDNA系統が特定されてい
る。このことは少なくとも3つの異なる雌性系統
があることを示す。単為生殖は、新しい生息場所の
環境要因に対して比較的迅速な生物型（バイオタ
イプ）の選択が可能となる。
　中国においてヒツジから採取したALTによる
と、耳や眼周囲がよく吸着される部位である。米国
で採取、検査された検体はいかなる疾病の病原体

も保有していなかったが、ALTはアジアにおいて
は疾病のベクターとなり、オーストラリアや
ニュージーランドではウシのタイレリア症やバベ
シア症、韓国ではアナプラズマ症の原因となる。重
症熱性血小板減少症候群（Severe fever with 
thrombocytopenia syndrome：SFTS）は、新たに発
見されたプレボウイルスに属するSFTS ウイルス

（SFTSV）を原因とする東アジアの新興性の出血熱
である。フタトゲチマダニはSFTSVのベクターと
して疑われてきた。米国においてフタトゲチマダ
ニがSFTSVのベクターとなる可能性はいずれ分か
るであろう。フタトゲチマダニの疑いがある保存
サンプルは、アイオワ州エイムズの国立獣医研究
所に同定のため送付すべきである。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD
ltownsen@uky.edu
(859) 257-7455
Department of Entomology
University of Kentucky
Lexington, KY
 
競技馬の筋疾患
　ウマの筋組織はエンジンルームであり、サラブ
レッド種の体重の半分以上を占める。細胞レベル
では、力の発揮および熱産生機能を調整する特殊
なタンパク質の無数の配列で構成される複雑な組
織である。筋組織の障害はプアパフォーマンス、と
きに死亡の原因となる。さらに特定の競技馬群で
は5～25%の個体が遺伝性の筋疾患を有している。
筋疾患は競技馬の複数の品種で普通に認められ、
意外にも発達した筋肉や効率的な代謝など、有利
となる効果をもたらすことがある。
　ウマの競技パフォーマンスにおける筋組織の重
要性を考慮すると当然のことであるが、多くの研
究の焦点が当てられてきた。過去20年の間に、競
技馬の「タイイングアップ」は少なくとも3つの
別々の疾患に分類され、遺伝性であることから品
種による素因の違いが強い傾向が認められる。著
しい脱力、呼吸麻痺や早期新生子死亡などの原因
となるいくつかの他の遺伝性筋疾患もまた明らか

になってきた。医学の進歩によって、今日ではこれ
らの疾患の多くに対し、遺伝学的根拠に基づく簡
便な被毛あるいは血液検査が実施される。生産者
は、科学的に検証された遺伝学的検査を用いて、所
有する種畜が既知の疾患に罹患していないかを検
査することによって、適切に管理責任を果たすこ
とが推奨される。現在実施されている研究によっ
て、サラブレッド種およびスタンダードブレッド
種のタイイングアップの原因となる疾患遺伝子
マーカーの特定が試みられている。それは困難な
課題であるが、アラブ種でも同様の研究が実施さ
れている。先端的な分子技術はまた、他のいくつか
の疾患に対しても、臨床症状の原因を特定する一
助として細胞レベルで生じている異常を正確に把
握し、そして効果的な遺伝子検査法の開発にさら
に寄与するために用いられている。
　疾患の細胞レベルでの特徴や原因となる遺伝子
変異のかなりの部分が明らかとなっていることか
ら、現在最もよく解明されている競技馬の筋疾患
は、多糖類貯蔵ミオパチー（Polysacchar ide  
Storage Myopathy：PSSM）、高カリウム性周期性
四肢麻痺（Hyperkalemic Periodic　Paralysis：
HYPP）、グリコーゲン分枝酵素欠損症（Glycogen 
Branching Enzyme Deficiency：GBED）である。
PSSMはクォーターホースやクォーターホース系
統のウマでよく認められ、典型的なタイイング
アップの症状を示す。この疾病は、これらの種に望
ましいとされるボディーコンディションの高さと
も関連している。HYPPは虚弱、麻痺そして時に死
亡の原因となる。本疾患は筋肉量の多さとも関連
性があり、それ故にこの形質を選択的に繁殖させ
ることによって広がった。GBEDはクォーターホー
スやペイントホースにとって致死性疾患であり、
生後数日から数週間で虚弱や死亡の原因となる。
この疾患は稀であり良いとされる形質との関連性
は認められない。これらの３つの疾患は被毛ある
いは血液を用いて簡単に検査できる。
　スタンダードブレッド種やサラブレッド種に認
められる疾患は、トレーニング中にタイイング
アップを示すものの、実際の競走において臨床症
状を示すことはまれか、まずない。この疾病は再発
性労作性横紋筋融解症（Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis：RER）と呼ばれる。本疾患は細胞
レベルにおいてより速い収縮運動を可能にするた
め、速く走るウマによく認められる傾向があり、正
の選択圧がかけられてきた。長年に亘る努力にも
かかわらず、RERの遺伝学的な解明は思うように
進まなかった。温血種やアラブ種はまた「筋原線維
性ミオパチー（Myofibrillar Myopathy ：MFM）」と
最近名付けられた疾患に罹患することがある。本
疾患の臨床症状として、アラブ種ではタイイング
アップ、温血種ではプアパフォーマンスや明確な
特徴のない運動異常が認められる。MFMの遺伝的
要因は分かっておらず、MFM あるいはRERに対し
て科学的に有効性が認められた遺伝学的検査はな
い。
　要約すると、筋疾患は競技馬に多く認められ、
様々な症状を呈し時に致死的である。ウマに求め
られる特定の良いとされる形質との関連性が、こ
れらの疾患が広がる原因の一つとなってきた。遺
伝学的検査は多くのウマの遺伝性疾患に利用可能
であり、まだ解明されていない疾患に対する検査
も今後何年かのうちに開発されるであろう。遺伝
学的な管理は、遺伝性疾患の教育を受け、パフォー
マンスが高いだけでなく遺伝的に問題のないウマ
を生産するための交配選抜を実施している生産者
にかかっている。

連絡先：
Erica McKenzie, BSc, BVMS, PhD, DACVIM, 
DACVSMR
erica.mckenzie@oregonstate.edu
(541) 737-2858
Carlson College of Veterinary Medicine
Oregon State University
Corvallis, OR
 
ウマの腎疾患
　腎機能は全ての動物種の全身の健康において重
要な要素である。腎臓はいくつかの重要な機能を
果たす。いくつか例を挙げると、老廃物の除去、電
解質の平衡、血圧の維持、骨健康のためのカルシウ
ム源、赤血球産生因子の産生などがある。加えて、
腎臓は心拍出量の約25%にも及ぶかなりの量の血

液が流れている。それ故に、血流の増減に関わら
ず、血流量の変化は腎臓に重大な影響を与える。
　2010年～2018年の8年間にわたってケンタッ
キー大学家畜診断研究所（UKVDL）に供されたウ
マの剖検症例について、腎臓の病変に関連した診
断がなされていないか調べられた。様々な品種の
ウマの胎子、子馬および成馬が認められた。3.6% 

（386／10,541） のウマにいくつかのタイプの腎
臓病変が認められた。これらの診断のうち、腎臓病
変が原発とされたのが38%  （n=148）、他の病変の
続発性のものが55%（n=211）、偶発性のものが7% 

（n=27）であった。
　原発病変の主要な原因は以下の通りである。炎
症／感染性（95例）；先天性（21例）；腎癌／腎腺癌

（10例）；腎結石 （10例）；中毒 （4例）；外傷 （1例）；
混合型 （慢性腎不全や蛋白喪失性腎症など）（7
例）。
　感染／炎症例のうち、最も多く認められた原因
は細菌性腎炎であった。症例の大多数は、胎子への
Leptospira interrogans感染であった。レプトスピ
ラ症は流産の原因であり、しばしば腎臓に限局し
て認められる。Actinobacillus equuliは他に一般的
に分離される細菌であり、新生子馬に最も多く、成
馬にも時々認められる。子馬においてA. equuli感
染は、「sleepy foal disease」 と呼ばれる。A. equuli
の感染経路として、臍孔、吸入あるいは経口摂取が
挙げられる。いくつかの症例が細菌性腎盂腎炎と
診断された。細菌性腎盂腎炎は腎盂の炎症であり、
下部尿路（膀胱など）から上行性に波及する感染の
結果として最も頻繁に起こる。UKVDLで症例から
最もよく分離された細菌は、St r ep t o co c cu s  
zooepidemicus、Escherichia coliおよびEnterococcus 
spであった。
　先天性のカテゴリーに含まれた病変は、腎形成
不全、腎無形成、先天性腎嚢胞あるいは先天性水腎
／水尿管症であった。いくつかの動物種（イヌやブ
タなど）では、腎臓の異常に遺伝あるいは栄養の関
与が提唱されているが、ウマではこれらの先天性
病変の発症機序については未だに解明されていな
い。
　10頭のウマが重度の腎結石症と診断された。結
石は炭酸カルシウムあるいは炭酸カルシウムと他

の無機物との混合物から成っていた。一般的に腎
結石のウマは閉塞がおこらなければ無症状であ
る。腎結石の進行は、嚢胞、腎乳頭壊死、腎盂腎炎あ
るいは腎癌など腎臓疾患の様々な病巣に関連して
いた。
　長期間に亘る非ステロイド抗炎症剤（NSAIDs）
の使用によると疑われる腎乳頭（腎稜）壊死が、中
毒に分類された4症例のうち3症例で診断された。
NSAIDs（フェニルブタゾン／ビュートやフルニキ
シンメグルミン／バナミン）はウマの疼痛管理の
ために頻繁に使用される。NSAIDsは特定の酵素群
であるシクロオキシゲナーゼ（COX）を抑制するこ
とで作用し、炎症を抑える。不幸にも、この経路に
おける他の下流阻害効果には、プロスタグランジ
ン産生減少がある。腎髄質の特定の細胞は、組織へ
の血流量を調整する伝達物質であるプロスタグラ
ンジンを産生する。よって、プロスタグランジン産

生が減少すると腎髄質への血流は減少し、最終的
に壊死してしまう。他に悪化因子としては、脱水や
複数のNSAIDsの使用などがある。幸い、NSAIDsに
よる腎臓の合併症に関する記載は多く、実際には
慎重に投与されている。
　ウマの腎臓は全身の健康において重要な役割を
果たす。様々な疾病の進行過程で腎機能を低下さ
せてしまう可能性がある。ウマの健康のためには、
これらの疾病を意識することが重要である。

連絡先：
Jennifer Janes, DVM, PhD
jennifer.janes@uky.edu
(859) 257-8283
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
　ベクター（節足動物）媒介性疾患は、世界の特定
の地域や国々ではヒトや動物の健康にとって最も
深刻な脅威の一部となっている。歴史的に生じた
境界線（国境）を超えて伝播する病原体は増加を続
けており、これは少なからず生きた動物や畜産物
の国際貿易の継続的な拡大および地球規模の気候
変動によるものである。２種類のヒトの病原体、チ
クングニヤウイルスおよびジカウイルスが近年、
アフリカ大陸から世界へ蔓延したことは、これら
の疾病やその他の節足動物媒介疾患を封じ込める
ことが国際社会においていかに困難なことである
かを物語っている。
　感染症に関して、今日の世界では、異なる国々の
ヒトと動物が、地球規模で共生しており、国境や国
の政治的影響が及ぶ範囲が曖昧になっていると考
えることが、より適切である。疾病を含めあらゆる
問題に関する情報を交換する上で、ソーシャルメ
ディアが重要な役割を果たす国際社会になってき
た。
　米国における特定の疾病のベクターの多様性や
生息域に加えて、特定の節足動物、例えばマダニ
や蚊で、これまで国内で認められていなかった
いわゆる外来種が侵入する可能性があることを
心に留めておく必要がある。フタトゲチマダニ

（Haemaphysalis longicornis）の米国における最初
の発見に関する本号の記事は、外来マダニ種に
よってもたらされ得る課題を浮き彫りにする。フ
タトゲチマダニは、多くの環太平洋諸国において
様々な疾病の媒介生物となり得ることが明らかと
なっているが、米国で動物やヒトの疾病を伝播す
る潜在的能力についてはまだ解明されていない。
この数か月間に、外来種のヤマトヤブカ（Aedes 
(Ochlerotatus) japonicus）のスペインへの侵入なら
びにマダニ（Hyalomma marginatum や H. rufipes） 

のドイツへの侵入も報告された。
　2018年に初めてフタトゲチマダニの発見が報
告されたが、その後の調査によって米国内では
2013年には生息していたことが明らかとなった。
この最も新しい経験から学ぶべき教訓は、蚊やダ
ニが媒介する既知のウマ科動物の疾病の、潜在的
なベクターとなり得る様々なダニや昆虫種の生息
域や分布を確立するために、これらの種の生息数
について、より大規模な疫学調査やモニタリング
が必要であるということである。
　将来発生するであろう疾病の脅威により適切に
対応するために、大規模な疾病の発生への適切な
対応能の改善と共に、より包括的なベクターおよ
び疾病監視プログラムに向けての基盤を支える資
源を活用する必要がある。そうした脅威のリスク
は、商取引のグローバル化の継続的な成長、我々を
取り巻く環境の気候変動による影響、そしてベク
ターやベクター媒介性疾患の拡がりとともに、い
や応なく増加するであろう。
　次に発生するであろう新たな疾病の脅威に対し
てより十分に準備するためには、新たな疾病ある
いは外来性外部寄生虫の症例や流行時の対応でし
ばしば「第一対応者」となる臨床獣医師への更なる
周知と高度な教育が不可欠である。発生する可能
性のある様々な疾病の脅威に対処するには、社会
全体への教育と国民全体による参加もまた重要で
ある。

連絡先：
Peter J. Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094
Charles Issel, DVM, PhD
cissel@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center

University of Kentucky
Lexington, KY
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の発生が、南アフリカのウエスタ
ンケープ州を除くほとんどの州で報告された。ス
ワジランドでは1件発生した。馬インフルエンザ
がアルゼンチン、英国、ウルグアイならびに米国で
発生した。アルゼンチンでは、5つの州の10施設に
おいて少なくとも42例が診断された。主に3歳の
ウマが感染した。ウイルス株は、H3N8型フロリダ
亜系統クレード1に属していた。英国ならびにウ
ルグアイでは、それぞれ1件発生した。米国では馬
インフルエンザは風土病として報告されており、
4つの州で発生し、そのうち1州では複数例の発生
が確認された。
　ドイツ、アイルランド、スイス、英国ならびに米
国では、腺疫の発生が報告された。確認された腺疫
の発生数は、ドイツで6件、アイルランドで4つの
州で多数、スイスでは8件であった。英国ならびに
米国では風土病として報告された。米国では24州
で178例を含む85件以上の発生が報告された。
　馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染症が、ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、日本、南アフリカ、スイス、英国なら
びに米国で報告された。発熱を伴う感染例が米国
の3つの州で診断された。EHV-1 による呼吸器疾
患が、ベルギー（10件）、フランス（7件）、ドイツ（1
例）、スイス（1件）、英国（1件）、米国（複数の州で広
範囲）で確認された。EHV- 1による流産が、デン
マーク（1例）、フランス（8例）、ドイツ（12例）、日本

（7施設で9例）、南アフリカ（2例）、英国（5例で、そ
のうち3例は1施設で発生）および米国（2例）で報
告された。
　EHV-1に起因する新生子馬の疾病が、フランス

（1例）と英国（2例）で診断された。
　EHV-1による神経疾患が、デンマーク（2例）、フ
ランス（4例）、ドイツ（1例）、アイルランド（2例）お

よび米国（8州で10件、1件を除いて全て1例）で報
告された。
　馬ヘルペスウイルス 4 型 (EHV-4) による呼吸
器疾患が、アルゼンチン（4件）、ベルギー（1件）、フ
ランス（59件）、ドイツ、南アフリカとスイス（それ
ぞれ1例）ならびに英国（4件）で報告された。フラ
ンスならびにドイツでは、EHV- 4による流産がそ
れぞれ１例報告された。
　馬ヘルペスウイルス 2 型／5 型感染症が、米国
のいくつかの州で複数、発生し、呼吸器疾患が認め
られる症例も認められた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（2施設でそれぞ
れ1例）、 ドイツ（1例）、ギリシャ（1例）ならびに米
国（6州で18例、そのうち12例はテキサス州）で報
告された。
　南アフリカでは、馬ピロプラズマ病が全土に広
く存在しており、5州において複数例が確認され
た。
　ドイツでは、伝染性子宮炎の病原体である
Taylorella equigenitalisがアイスランド種の種牡馬
8頭と牝馬1頭で確認された。7施設で発生があっ
た。
　スイスと米国ではそれぞれ1例ずつ、EHV-3によ
る馬媾疹の発生が報告された。
　サルモネラ菌感染症がアイルランド（1例）と米
国（12例でその多くは血清型 B 群サルモネラによ
る）で報告された。米国では馬ネオリケッチア症

（ポトマック馬熱）が3例確認され、ドイツではロ
タウイルスによる下痢が子馬1例で確認された。
　米国のネブラスカ州で、狂犬病が1例確認され
た。
　米国で、東部馬脳炎の発生が10例報告され、全
てフロリダ州における症例であった。
　ウエストナイル脳炎が、ブラジルと南アフリカ
でそれぞれ1例報告された。
　南アフリカは16例のミドルブルグウイルス感
染や2例のシュニウイルス感染による脳炎症例の
発生も報告した。
　南アフリカでは馬脳症の発生が報告された。5
州で33例が診断され、そのうちウエスタンケープ
州では7例が発生した。
　ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、調

査期間中に14例の発生が確認された。
　ドイツでは1例のアナプラズマ感染症、またス
イスでは4例のエールリヒア症の発生が確認され
た。

フタトゲチマダニ （Haemaphysalis longicornis）: 
外来種マダニに対する課題
　フタトゲチマダニ（Asian longhorned ticks：
ALT）は、小型の赤褐色のダニで、即座に識別でき
る特徴がない。さらに未吸血の成虫は、米国でよく
見られる他のマダニ科のダニより小さい（3～
4mm）。米国において最初にALTと同定されたの
は、2017年にニュージャージー州において重度に
寄生されたヒツジから採取した検体であった。本
件は米国において過去50年間で新種のマダニ類
が検出された初めてのケースと考えられた。しか
しながらその後の調査によって、2013年にニュー
ジャージー州においてイヌから採取した検体が、
当初はウサギに感染する米国に生息するチマダニ
属のダニ（Haemaphysalis leporispalustris）として
同定されていたが、実はALTであったことが判明
した。その結果、ALTは何年も前から生息し各地に
広がっていたことが明らかとなった。2018年8月
現在、ALTはアーカンソー州、コネチカット州、メ
リーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク
州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、バー
ジニア州、ウエストバージニア州の1カ所以上で
確認されてきた（図 1）。報告された宿主として、ウ
シ、イヌ、ウマ、オポッサム、オジロジカなどがあ
る。

　中国、韓国、日本に本来分布するALTは、オース
トラリアやニュージーランドに定着し、様々な野
生動物、家畜やヒトを吸血している。本種は高温多
湿が至適環境である。しかしながら、発育零点の
12℃から致死温度である40℃まで耐えることが
できる。本種の成虫および特に幼虫期は比較的脱
水に対する耐性が低く、このことが本種の米国で
の分布域に大きく影響を与えるであろうと考えら
れる。
　ALTは３宿主性でおおよそ１年の生活環を有す
る。本来の生息域では雄雌はほぼ同数であるが、米
国では雄はほとんど見つからない。米国では単為
生殖（雄による授精を必要としない雌性産生）が主
な生態の特徴である（図2）。雌は約2,000個のすべ
て雌となる卵を産卵することができ、そのため定
着するとその地域の個体数は急速に増加する。そ
の結果、寄生された宿主には著しい失血が認めら
れ、またストレスがかかる。ALTが最初に侵入した
時期は不明であるが、遺伝子マッピングによって
3つのミトコンドリアDNA系統が特定されてい
る。このことは少なくとも3つの異なる雌性系統
があることを示す。単為生殖は、新しい生息場所の
環境要因に対して比較的迅速な生物型（バイオタ
イプ）の選択が可能となる。
　中国においてヒツジから採取したALTによる
と、耳や眼周囲がよく吸着される部位である。米国
で採取、検査された検体はいかなる疾病の病原体

も保有していなかったが、ALTはアジアにおいて
は疾病のベクターとなり、オーストラリアや
ニュージーランドではウシのタイレリア症やバベ
シア症、韓国ではアナプラズマ症の原因となる。重
症熱性血小板減少症候群（Severe fever with 
thrombocytopenia syndrome：SFTS）は、新たに発
見されたプレボウイルスに属するSFTS ウイルス

（SFTSV）を原因とする東アジアの新興性の出血熱
である。フタトゲチマダニはSFTSVのベクターと
して疑われてきた。米国においてフタトゲチマダ
ニがSFTSVのベクターとなる可能性はいずれ分か
るであろう。フタトゲチマダニの疑いがある保存
サンプルは、アイオワ州エイムズの国立獣医研究
所に同定のため送付すべきである。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD
ltownsen@uky.edu
(859) 257-7455
Department of Entomology
University of Kentucky
Lexington, KY
 
競技馬の筋疾患
　ウマの筋組織はエンジンルームであり、サラブ
レッド種の体重の半分以上を占める。細胞レベル
では、力の発揮および熱産生機能を調整する特殊
なタンパク質の無数の配列で構成される複雑な組
織である。筋組織の障害はプアパフォーマンス、と
きに死亡の原因となる。さらに特定の競技馬群で
は5～25%の個体が遺伝性の筋疾患を有している。
筋疾患は競技馬の複数の品種で普通に認められ、
意外にも発達した筋肉や効率的な代謝など、有利
となる効果をもたらすことがある。
　ウマの競技パフォーマンスにおける筋組織の重
要性を考慮すると当然のことであるが、多くの研
究の焦点が当てられてきた。過去20年の間に、競
技馬の「タイイングアップ」は少なくとも3つの
別々の疾患に分類され、遺伝性であることから品
種による素因の違いが強い傾向が認められる。著
しい脱力、呼吸麻痺や早期新生子死亡などの原因
となるいくつかの他の遺伝性筋疾患もまた明らか

になってきた。医学の進歩によって、今日ではこれ
らの疾患の多くに対し、遺伝学的根拠に基づく簡
便な被毛あるいは血液検査が実施される。生産者
は、科学的に検証された遺伝学的検査を用いて、所
有する種畜が既知の疾患に罹患していないかを検
査することによって、適切に管理責任を果たすこ
とが推奨される。現在実施されている研究によっ
て、サラブレッド種およびスタンダードブレッド
種のタイイングアップの原因となる疾患遺伝子
マーカーの特定が試みられている。それは困難な
課題であるが、アラブ種でも同様の研究が実施さ
れている。先端的な分子技術はまた、他のいくつか
の疾患に対しても、臨床症状の原因を特定する一
助として細胞レベルで生じている異常を正確に把
握し、そして効果的な遺伝子検査法の開発にさら
に寄与するために用いられている。
　疾患の細胞レベルでの特徴や原因となる遺伝子
変異のかなりの部分が明らかとなっていることか
ら、現在最もよく解明されている競技馬の筋疾患
は、多糖類貯蔵ミオパチー（Polysacchar ide  
Storage Myopathy：PSSM）、高カリウム性周期性
四肢麻痺（Hyperkalemic Periodic　Paralysis：
HYPP）、グリコーゲン分枝酵素欠損症（Glycogen 
Branching Enzyme Deficiency：GBED）である。
PSSMはクォーターホースやクォーターホース系
統のウマでよく認められ、典型的なタイイング
アップの症状を示す。この疾病は、これらの種に望
ましいとされるボディーコンディションの高さと
も関連している。HYPPは虚弱、麻痺そして時に死
亡の原因となる。本疾患は筋肉量の多さとも関連
性があり、それ故にこの形質を選択的に繁殖させ
ることによって広がった。GBEDはクォーターホー
スやペイントホースにとって致死性疾患であり、
生後数日から数週間で虚弱や死亡の原因となる。
この疾患は稀であり良いとされる形質との関連性
は認められない。これらの３つの疾患は被毛ある
いは血液を用いて簡単に検査できる。
　スタンダードブレッド種やサラブレッド種に認
められる疾患は、トレーニング中にタイイング
アップを示すものの、実際の競走において臨床症
状を示すことはまれか、まずない。この疾病は再発
性労作性横紋筋融解症（Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis：RER）と呼ばれる。本疾患は細胞
レベルにおいてより速い収縮運動を可能にするた
め、速く走るウマによく認められる傾向があり、正
の選択圧がかけられてきた。長年に亘る努力にも
かかわらず、RERの遺伝学的な解明は思うように
進まなかった。温血種やアラブ種はまた「筋原線維
性ミオパチー（Myofibrillar Myopathy ：MFM）」と
最近名付けられた疾患に罹患することがある。本
疾患の臨床症状として、アラブ種ではタイイング
アップ、温血種ではプアパフォーマンスや明確な
特徴のない運動異常が認められる。MFMの遺伝的
要因は分かっておらず、MFM あるいはRERに対し
て科学的に有効性が認められた遺伝学的検査はな
い。
　要約すると、筋疾患は競技馬に多く認められ、
様々な症状を呈し時に致死的である。ウマに求め
られる特定の良いとされる形質との関連性が、こ
れらの疾患が広がる原因の一つとなってきた。遺
伝学的検査は多くのウマの遺伝性疾患に利用可能
であり、まだ解明されていない疾患に対する検査
も今後何年かのうちに開発されるであろう。遺伝
学的な管理は、遺伝性疾患の教育を受け、パフォー
マンスが高いだけでなく遺伝的に問題のないウマ
を生産するための交配選抜を実施している生産者
にかかっている。

連絡先：
Erica McKenzie, BSc, BVMS, PhD, DACVIM, 
DACVSMR
erica.mckenzie@oregonstate.edu
(541) 737-2858
Carlson College of Veterinary Medicine
Oregon State University
Corvallis, OR
 
ウマの腎疾患
　腎機能は全ての動物種の全身の健康において重
要な要素である。腎臓はいくつかの重要な機能を
果たす。いくつか例を挙げると、老廃物の除去、電
解質の平衡、血圧の維持、骨健康のためのカルシウ
ム源、赤血球産生因子の産生などがある。加えて、
腎臓は心拍出量の約25%にも及ぶかなりの量の血

液が流れている。それ故に、血流の増減に関わら
ず、血流量の変化は腎臓に重大な影響を与える。
　2010年～2018年の8年間にわたってケンタッ
キー大学家畜診断研究所（UKVDL）に供されたウ
マの剖検症例について、腎臓の病変に関連した診
断がなされていないか調べられた。様々な品種の
ウマの胎子、子馬および成馬が認められた。3.6% 

（386／10,541） のウマにいくつかのタイプの腎
臓病変が認められた。これらの診断のうち、腎臓病
変が原発とされたのが38%  （n=148）、他の病変の
続発性のものが55%（n=211）、偶発性のものが7% 

（n=27）であった。
　原発病変の主要な原因は以下の通りである。炎
症／感染性（95例）；先天性（21例）；腎癌／腎腺癌

（10例）；腎結石 （10例）；中毒 （4例）；外傷 （1例）；
混合型 （慢性腎不全や蛋白喪失性腎症など）（7
例）。
　感染／炎症例のうち、最も多く認められた原因
は細菌性腎炎であった。症例の大多数は、胎子への
Leptospira interrogans感染であった。レプトスピ
ラ症は流産の原因であり、しばしば腎臓に限局し
て認められる。Actinobacillus equuliは他に一般的
に分離される細菌であり、新生子馬に最も多く、成
馬にも時々認められる。子馬においてA. equuli感
染は、「sleepy foal disease」 と呼ばれる。A. equuli
の感染経路として、臍孔、吸入あるいは経口摂取が
挙げられる。いくつかの症例が細菌性腎盂腎炎と
診断された。細菌性腎盂腎炎は腎盂の炎症であり、
下部尿路（膀胱など）から上行性に波及する感染の
結果として最も頻繁に起こる。UKVDLで症例から
最もよく分離された細菌は、St r ep t o co c cu s  
zooepidemicus、Escherichia coliおよびEnterococcus 
spであった。
　先天性のカテゴリーに含まれた病変は、腎形成
不全、腎無形成、先天性腎嚢胞あるいは先天性水腎
／水尿管症であった。いくつかの動物種（イヌやブ
タなど）では、腎臓の異常に遺伝あるいは栄養の関
与が提唱されているが、ウマではこれらの先天性
病変の発症機序については未だに解明されていな
い。
　10頭のウマが重度の腎結石症と診断された。結
石は炭酸カルシウムあるいは炭酸カルシウムと他

の無機物との混合物から成っていた。一般的に腎
結石のウマは閉塞がおこらなければ無症状であ
る。腎結石の進行は、嚢胞、腎乳頭壊死、腎盂腎炎あ
るいは腎癌など腎臓疾患の様々な病巣に関連して
いた。
　長期間に亘る非ステロイド抗炎症剤（NSAIDs）
の使用によると疑われる腎乳頭（腎稜）壊死が、中
毒に分類された4症例のうち3症例で診断された。
NSAIDs（フェニルブタゾン／ビュートやフルニキ
シンメグルミン／バナミン）はウマの疼痛管理の
ために頻繁に使用される。NSAIDsは特定の酵素群
であるシクロオキシゲナーゼ（COX）を抑制するこ
とで作用し、炎症を抑える。不幸にも、この経路に
おける他の下流阻害効果には、プロスタグランジ
ン産生減少がある。腎髄質の特定の細胞は、組織へ
の血流量を調整する伝達物質であるプロスタグラ
ンジンを産生する。よって、プロスタグランジン産

生が減少すると腎髄質への血流は減少し、最終的
に壊死してしまう。他に悪化因子としては、脱水や
複数のNSAIDsの使用などがある。幸い、NSAIDsに
よる腎臓の合併症に関する記載は多く、実際には
慎重に投与されている。
　ウマの腎臓は全身の健康において重要な役割を
果たす。様々な疾病の進行過程で腎機能を低下さ
せてしまう可能性がある。ウマの健康のためには、
これらの疾病を意識することが重要である。

連絡先：
Jennifer Janes, DVM, PhD
jennifer.janes@uky.edu
(859) 257-8283
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
　ベクター（節足動物）媒介性疾患は、世界の特定
の地域や国々ではヒトや動物の健康にとって最も
深刻な脅威の一部となっている。歴史的に生じた
境界線（国境）を超えて伝播する病原体は増加を続
けており、これは少なからず生きた動物や畜産物
の国際貿易の継続的な拡大および地球規模の気候
変動によるものである。２種類のヒトの病原体、チ
クングニヤウイルスおよびジカウイルスが近年、
アフリカ大陸から世界へ蔓延したことは、これら
の疾病やその他の節足動物媒介疾患を封じ込める
ことが国際社会においていかに困難なことである
かを物語っている。
　感染症に関して、今日の世界では、異なる国々の
ヒトと動物が、地球規模で共生しており、国境や国
の政治的影響が及ぶ範囲が曖昧になっていると考
えることが、より適切である。疾病を含めあらゆる
問題に関する情報を交換する上で、ソーシャルメ
ディアが重要な役割を果たす国際社会になってき
た。
　米国における特定の疾病のベクターの多様性や
生息域に加えて、特定の節足動物、例えばマダニ
や蚊で、これまで国内で認められていなかった
いわゆる外来種が侵入する可能性があることを
心に留めておく必要がある。フタトゲチマダニ

（Haemaphysalis longicornis）の米国における最初
の発見に関する本号の記事は、外来マダニ種に
よってもたらされ得る課題を浮き彫りにする。フ
タトゲチマダニは、多くの環太平洋諸国において
様々な疾病の媒介生物となり得ることが明らかと
なっているが、米国で動物やヒトの疾病を伝播す
る潜在的能力についてはまだ解明されていない。
この数か月間に、外来種のヤマトヤブカ（Aedes 
(Ochlerotatus) japonicus）のスペインへの侵入なら
びにマダニ（Hyalomma marginatum や H. rufipes） 

のドイツへの侵入も報告された。
　2018年に初めてフタトゲチマダニの発見が報
告されたが、その後の調査によって米国内では
2013年には生息していたことが明らかとなった。
この最も新しい経験から学ぶべき教訓は、蚊やダ
ニが媒介する既知のウマ科動物の疾病の、潜在的
なベクターとなり得る様々なダニや昆虫種の生息
域や分布を確立するために、これらの種の生息数
について、より大規模な疫学調査やモニタリング
が必要であるということである。
　将来発生するであろう疾病の脅威により適切に
対応するために、大規模な疾病の発生への適切な
対応能の改善と共に、より包括的なベクターおよ
び疾病監視プログラムに向けての基盤を支える資
源を活用する必要がある。そうした脅威のリスク
は、商取引のグローバル化の継続的な成長、我々を
取り巻く環境の気候変動による影響、そしてベク
ターやベクター媒介性疾患の拡がりとともに、い
や応なく増加するであろう。
　次に発生するであろう新たな疾病の脅威に対し
てより十分に準備するためには、新たな疾病ある
いは外来性外部寄生虫の症例や流行時の対応でし
ばしば「第一対応者」となる臨床獣医師への更なる
周知と高度な教育が不可欠である。発生する可能
性のある様々な疾病の脅威に対処するには、社会
全体への教育と国民全体による参加もまた重要で
ある。

連絡先：
Peter J. Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094
Charles Issel, DVM, PhD
cissel@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center

University of Kentucky
Lexington, KY
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の発生が、南アフリカのウエスタ
ンケープ州を除くほとんどの州で報告された。ス
ワジランドでは1件発生した。馬インフルエンザ
がアルゼンチン、英国、ウルグアイならびに米国で
発生した。アルゼンチンでは、5つの州の10施設に
おいて少なくとも42例が診断された。主に3歳の
ウマが感染した。ウイルス株は、H3N8型フロリダ
亜系統クレード1に属していた。英国ならびにウ
ルグアイでは、それぞれ1件発生した。米国では馬
インフルエンザは風土病として報告されており、
4つの州で発生し、そのうち1州では複数例の発生
が確認された。
　ドイツ、アイルランド、スイス、英国ならびに米
国では、腺疫の発生が報告された。確認された腺疫
の発生数は、ドイツで6件、アイルランドで4つの
州で多数、スイスでは8件であった。英国ならびに
米国では風土病として報告された。米国では24州
で178例を含む85件以上の発生が報告された。
　馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染症が、ベ
ルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、日本、南アフリカ、スイス、英国なら
びに米国で報告された。発熱を伴う感染例が米国
の3つの州で診断された。EHV-1 による呼吸器疾
患が、ベルギー（10件）、フランス（7件）、ドイツ（1
例）、スイス（1件）、英国（1件）、米国（複数の州で広
範囲）で確認された。EHV- 1による流産が、デン
マーク（1例）、フランス（8例）、ドイツ（12例）、日本

（7施設で9例）、南アフリカ（2例）、英国（5例で、そ
のうち3例は1施設で発生）および米国（2例）で報
告された。
　EHV-1に起因する新生子馬の疾病が、フランス

（1例）と英国（2例）で診断された。
　EHV-1による神経疾患が、デンマーク（2例）、フ
ランス（4例）、ドイツ（1例）、アイルランド（2例）お

よび米国（8州で10件、1件を除いて全て1例）で報
告された。
　馬ヘルペスウイルス 4 型 (EHV-4) による呼吸
器疾患が、アルゼンチン（4件）、ベルギー（1件）、フ
ランス（59件）、ドイツ、南アフリカとスイス（それ
ぞれ1例）ならびに英国（4件）で報告された。フラ
ンスならびにドイツでは、EHV- 4による流産がそ
れぞれ１例報告された。
　馬ヘルペスウイルス 2 型／5 型感染症が、米国
のいくつかの州で複数、発生し、呼吸器疾患が認め
られる症例も認められた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（2施設でそれぞ
れ1例）、 ドイツ（1例）、ギリシャ（1例）ならびに米
国（6州で18例、そのうち12例はテキサス州）で報
告された。
　南アフリカでは、馬ピロプラズマ病が全土に広
く存在しており、5州において複数例が確認され
た。
　ドイツでは、伝染性子宮炎の病原体である
Taylorella equigenitalisがアイスランド種の種牡馬
8頭と牝馬1頭で確認された。7施設で発生があっ
た。
　スイスと米国ではそれぞれ1例ずつ、EHV-3によ
る馬媾疹の発生が報告された。
　サルモネラ菌感染症がアイルランド（1例）と米
国（12例でその多くは血清型 B 群サルモネラによ
る）で報告された。米国では馬ネオリケッチア症

（ポトマック馬熱）が3例確認され、ドイツではロ
タウイルスによる下痢が子馬1例で確認された。
　米国のネブラスカ州で、狂犬病が1例確認され
た。
　米国で、東部馬脳炎の発生が10例報告され、全
てフロリダ州における症例であった。
　ウエストナイル脳炎が、ブラジルと南アフリカ
でそれぞれ1例報告された。
　南アフリカは16例のミドルブルグウイルス感
染や2例のシュニウイルス感染による脳炎症例の
発生も報告した。
　南アフリカでは馬脳症の発生が報告された。5
州で33例が診断され、そのうちウエスタンケープ
州では7例が発生した。
　ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、調

査期間中に14例の発生が確認された。
　ドイツでは1例のアナプラズマ感染症、またス
イスでは4例のエールリヒア症の発生が確認され
た。

フタトゲチマダニ （Haemaphysalis longicornis）: 
外来種マダニに対する課題
　フタトゲチマダニ（Asian longhorned ticks：
ALT）は、小型の赤褐色のダニで、即座に識別でき
る特徴がない。さらに未吸血の成虫は、米国でよく
見られる他のマダニ科のダニより小さい（3～
4mm）。米国において最初にALTと同定されたの
は、2017年にニュージャージー州において重度に
寄生されたヒツジから採取した検体であった。本
件は米国において過去50年間で新種のマダニ類
が検出された初めてのケースと考えられた。しか
しながらその後の調査によって、2013年にニュー
ジャージー州においてイヌから採取した検体が、
当初はウサギに感染する米国に生息するチマダニ
属のダニ（Haemaphysalis leporispalustris）として
同定されていたが、実はALTであったことが判明
した。その結果、ALTは何年も前から生息し各地に
広がっていたことが明らかとなった。2018年8月
現在、ALTはアーカンソー州、コネチカット州、メ
リーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク
州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、バー
ジニア州、ウエストバージニア州の1カ所以上で
確認されてきた（図 1）。報告された宿主として、ウ
シ、イヌ、ウマ、オポッサム、オジロジカなどがあ
る。

　中国、韓国、日本に本来分布するALTは、オース
トラリアやニュージーランドに定着し、様々な野
生動物、家畜やヒトを吸血している。本種は高温多
湿が至適環境である。しかしながら、発育零点の
12℃から致死温度である40℃まで耐えることが
できる。本種の成虫および特に幼虫期は比較的脱
水に対する耐性が低く、このことが本種の米国で
の分布域に大きく影響を与えるであろうと考えら
れる。
　ALTは３宿主性でおおよそ１年の生活環を有す
る。本来の生息域では雄雌はほぼ同数であるが、米
国では雄はほとんど見つからない。米国では単為
生殖（雄による授精を必要としない雌性産生）が主
な生態の特徴である（図2）。雌は約2,000個のすべ
て雌となる卵を産卵することができ、そのため定
着するとその地域の個体数は急速に増加する。そ
の結果、寄生された宿主には著しい失血が認めら
れ、またストレスがかかる。ALTが最初に侵入した
時期は不明であるが、遺伝子マッピングによって
3つのミトコンドリアDNA系統が特定されてい
る。このことは少なくとも3つの異なる雌性系統
があることを示す。単為生殖は、新しい生息場所の
環境要因に対して比較的迅速な生物型（バイオタ
イプ）の選択が可能となる。
　中国においてヒツジから採取したALTによる
と、耳や眼周囲がよく吸着される部位である。米国
で採取、検査された検体はいかなる疾病の病原体

も保有していなかったが、ALTはアジアにおいて
は疾病のベクターとなり、オーストラリアや
ニュージーランドではウシのタイレリア症やバベ
シア症、韓国ではアナプラズマ症の原因となる。重
症熱性血小板減少症候群（Severe fever with 
thrombocytopenia syndrome：SFTS）は、新たに発
見されたプレボウイルスに属するSFTS ウイルス

（SFTSV）を原因とする東アジアの新興性の出血熱
である。フタトゲチマダニはSFTSVのベクターと
して疑われてきた。米国においてフタトゲチマダ
ニがSFTSVのベクターとなる可能性はいずれ分か
るであろう。フタトゲチマダニの疑いがある保存
サンプルは、アイオワ州エイムズの国立獣医研究
所に同定のため送付すべきである。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD
ltownsen@uky.edu
(859) 257-7455
Department of Entomology
University of Kentucky
Lexington, KY
 
競技馬の筋疾患
　ウマの筋組織はエンジンルームであり、サラブ
レッド種の体重の半分以上を占める。細胞レベル
では、力の発揮および熱産生機能を調整する特殊
なタンパク質の無数の配列で構成される複雑な組
織である。筋組織の障害はプアパフォーマンス、と
きに死亡の原因となる。さらに特定の競技馬群で
は5～25%の個体が遺伝性の筋疾患を有している。
筋疾患は競技馬の複数の品種で普通に認められ、
意外にも発達した筋肉や効率的な代謝など、有利
となる効果をもたらすことがある。
　ウマの競技パフォーマンスにおける筋組織の重
要性を考慮すると当然のことであるが、多くの研
究の焦点が当てられてきた。過去20年の間に、競
技馬の「タイイングアップ」は少なくとも3つの
別々の疾患に分類され、遺伝性であることから品
種による素因の違いが強い傾向が認められる。著
しい脱力、呼吸麻痺や早期新生子死亡などの原因
となるいくつかの他の遺伝性筋疾患もまた明らか

になってきた。医学の進歩によって、今日ではこれ
らの疾患の多くに対し、遺伝学的根拠に基づく簡
便な被毛あるいは血液検査が実施される。生産者
は、科学的に検証された遺伝学的検査を用いて、所
有する種畜が既知の疾患に罹患していないかを検
査することによって、適切に管理責任を果たすこ
とが推奨される。現在実施されている研究によっ
て、サラブレッド種およびスタンダードブレッド
種のタイイングアップの原因となる疾患遺伝子
マーカーの特定が試みられている。それは困難な
課題であるが、アラブ種でも同様の研究が実施さ
れている。先端的な分子技術はまた、他のいくつか
の疾患に対しても、臨床症状の原因を特定する一
助として細胞レベルで生じている異常を正確に把
握し、そして効果的な遺伝子検査法の開発にさら
に寄与するために用いられている。
　疾患の細胞レベルでの特徴や原因となる遺伝子
変異のかなりの部分が明らかとなっていることか
ら、現在最もよく解明されている競技馬の筋疾患
は、多糖類貯蔵ミオパチー（Polysacchar ide  
Storage Myopathy：PSSM）、高カリウム性周期性
四肢麻痺（Hyperkalemic Periodic　Paralysis：
HYPP）、グリコーゲン分枝酵素欠損症（Glycogen 
Branching Enzyme Deficiency：GBED）である。
PSSMはクォーターホースやクォーターホース系
統のウマでよく認められ、典型的なタイイング
アップの症状を示す。この疾病は、これらの種に望
ましいとされるボディーコンディションの高さと
も関連している。HYPPは虚弱、麻痺そして時に死
亡の原因となる。本疾患は筋肉量の多さとも関連
性があり、それ故にこの形質を選択的に繁殖させ
ることによって広がった。GBEDはクォーターホー
スやペイントホースにとって致死性疾患であり、
生後数日から数週間で虚弱や死亡の原因となる。
この疾患は稀であり良いとされる形質との関連性
は認められない。これらの３つの疾患は被毛ある
いは血液を用いて簡単に検査できる。
　スタンダードブレッド種やサラブレッド種に認
められる疾患は、トレーニング中にタイイング
アップを示すものの、実際の競走において臨床症
状を示すことはまれか、まずない。この疾病は再発
性労作性横紋筋融解症（Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis：RER）と呼ばれる。本疾患は細胞
レベルにおいてより速い収縮運動を可能にするた
め、速く走るウマによく認められる傾向があり、正
の選択圧がかけられてきた。長年に亘る努力にも
かかわらず、RERの遺伝学的な解明は思うように
進まなかった。温血種やアラブ種はまた「筋原線維
性ミオパチー（Myofibrillar Myopathy ：MFM）」と
最近名付けられた疾患に罹患することがある。本
疾患の臨床症状として、アラブ種ではタイイング
アップ、温血種ではプアパフォーマンスや明確な
特徴のない運動異常が認められる。MFMの遺伝的
要因は分かっておらず、MFM あるいはRERに対し
て科学的に有効性が認められた遺伝学的検査はな
い。
　要約すると、筋疾患は競技馬に多く認められ、
様々な症状を呈し時に致死的である。ウマに求め
られる特定の良いとされる形質との関連性が、こ
れらの疾患が広がる原因の一つとなってきた。遺
伝学的検査は多くのウマの遺伝性疾患に利用可能
であり、まだ解明されていない疾患に対する検査
も今後何年かのうちに開発されるであろう。遺伝
学的な管理は、遺伝性疾患の教育を受け、パフォー
マンスが高いだけでなく遺伝的に問題のないウマ
を生産するための交配選抜を実施している生産者
にかかっている。

連絡先：
Erica McKenzie, BSc, BVMS, PhD, DACVIM, 
DACVSMR
erica.mckenzie@oregonstate.edu
(541) 737-2858
Carlson College of Veterinary Medicine
Oregon State University
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ウマの腎疾患
　腎機能は全ての動物種の全身の健康において重
要な要素である。腎臓はいくつかの重要な機能を
果たす。いくつか例を挙げると、老廃物の除去、電
解質の平衡、血圧の維持、骨健康のためのカルシウ
ム源、赤血球産生因子の産生などがある。加えて、
腎臓は心拍出量の約25%にも及ぶかなりの量の血

液が流れている。それ故に、血流の増減に関わら
ず、血流量の変化は腎臓に重大な影響を与える。
　2010年～2018年の8年間にわたってケンタッ
キー大学家畜診断研究所（UKVDL）に供されたウ
マの剖検症例について、腎臓の病変に関連した診
断がなされていないか調べられた。様々な品種の
ウマの胎子、子馬および成馬が認められた。3.6% 

（386／10,541） のウマにいくつかのタイプの腎
臓病変が認められた。これらの診断のうち、腎臓病
変が原発とされたのが38%  （n=148）、他の病変の
続発性のものが55%（n=211）、偶発性のものが7% 

（n=27）であった。
　原発病変の主要な原因は以下の通りである。炎
症／感染性（95例）；先天性（21例）；腎癌／腎腺癌

（10例）；腎結石 （10例）；中毒 （4例）；外傷 （1例）；
混合型 （慢性腎不全や蛋白喪失性腎症など）（7
例）。
　感染／炎症例のうち、最も多く認められた原因
は細菌性腎炎であった。症例の大多数は、胎子への
Leptospira interrogans感染であった。レプトスピ
ラ症は流産の原因であり、しばしば腎臓に限局し
て認められる。Actinobacillus equuliは他に一般的
に分離される細菌であり、新生子馬に最も多く、成
馬にも時々認められる。子馬においてA. equuli感
染は、「sleepy foal disease」 と呼ばれる。A. equuli
の感染経路として、臍孔、吸入あるいは経口摂取が
挙げられる。いくつかの症例が細菌性腎盂腎炎と
診断された。細菌性腎盂腎炎は腎盂の炎症であり、
下部尿路（膀胱など）から上行性に波及する感染の
結果として最も頻繁に起こる。UKVDLで症例から
最もよく分離された細菌は、St r ep t o co c cu s  
zooepidemicus、Escherichia coliおよびEnterococcus 
spであった。
　先天性のカテゴリーに含まれた病変は、腎形成
不全、腎無形成、先天性腎嚢胞あるいは先天性水腎
／水尿管症であった。いくつかの動物種（イヌやブ
タなど）では、腎臓の異常に遺伝あるいは栄養の関
与が提唱されているが、ウマではこれらの先天性
病変の発症機序については未だに解明されていな
い。
　10頭のウマが重度の腎結石症と診断された。結
石は炭酸カルシウムあるいは炭酸カルシウムと他

の無機物との混合物から成っていた。一般的に腎
結石のウマは閉塞がおこらなければ無症状であ
る。腎結石の進行は、嚢胞、腎乳頭壊死、腎盂腎炎あ
るいは腎癌など腎臓疾患の様々な病巣に関連して
いた。
　長期間に亘る非ステロイド抗炎症剤（NSAIDs）
の使用によると疑われる腎乳頭（腎稜）壊死が、中
毒に分類された4症例のうち3症例で診断された。
NSAIDs（フェニルブタゾン／ビュートやフルニキ
シンメグルミン／バナミン）はウマの疼痛管理の
ために頻繁に使用される。NSAIDsは特定の酵素群
であるシクロオキシゲナーゼ（COX）を抑制するこ
とで作用し、炎症を抑える。不幸にも、この経路に
おける他の下流阻害効果には、プロスタグランジ
ン産生減少がある。腎髄質の特定の細胞は、組織へ
の血流量を調整する伝達物質であるプロスタグラ
ンジンを産生する。よって、プロスタグランジン産

生が減少すると腎髄質への血流は減少し、最終的
に壊死してしまう。他に悪化因子としては、脱水や
複数のNSAIDsの使用などがある。幸い、NSAIDsに
よる腎臓の合併症に関する記載は多く、実際には
慎重に投与されている。
　ウマの腎臓は全身の健康において重要な役割を
果たす。様々な疾病の進行過程で腎機能を低下さ
せてしまう可能性がある。ウマの健康のためには、
これらの疾病を意識することが重要である。

連絡先：
Jennifer Janes, DVM, PhD
jennifer.janes@uky.edu
(859) 257-8283
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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【要約】
　筋肥大抑制遺伝子であるミオスタチン遺伝子の
変異のうち、第1イントロンのg.66493737C>Tに
存在する一塩基多型（C）はウマのレース距離適
性、身体組成と関連していること（CCはTTに比べ
て短距離向きで体重が重い）、およびプロモーター
領域のSINE挿入による多型（I）は骨格筋線維組成
と関連していること（Iアレルが存在するとtype 
IIX線維の割合が6%増え、type I線維の割合が6%減
る）が報告されている。この研究の目的はこれらの
ミオスタチン遺伝子の変異がウマの骨格筋ミトコ
ンドリアの表現型に影響を与えるという仮説を確
かめることである。
　トレーニングをしていない82頭のサラブレッ
ド（21 ± 3ヶ月齢）の中殿筋からバイオプシーを
実施し、ミトコンドリアの発現量と骨格筋線維タ
イプを測定した。今回の個体群では2つのミオス
タチン遺伝子多型（g.66493737C>TとSINE挿入）
は完全に一致していた。骨格筋線維タイプの割合
は3つのミオスタチン遺伝子タイプ（CC/II, CT/IN, 
TT/NN）の間で有意に異なり、CC/IIはCT/INおよび
TT/NNに比べて遅筋であるtype I線維が少なく、速
筋であるtype IIX線維が多かった。さらにTT/NNは

CC/IIおよびCT/INに比べ、クエン酸合成酵素活性
やミトコンドリアDNA量が高値を示した。ミトコ
ンドリア複合体活性の測定においては、逆に
TT/NNはCC/IIに比べミトコンドリア複合体I+III
およびII+IIIの活性が低かった。しかし、外因性コエ
ンザイムQ1を加えるとこの差は消失したことか
ら、TT/NNのウマにおいて内因性コエンザイムQ
産生量が少ないことが示唆された。それに加えて、
TT/NNのウマではコエンザイムQ合成経路の2つ
の遺伝子（COQ4, ADCK3）の発現量が減っているこ
とも分かった。
　今回の研究によって、トレーニングしていない
サラブレッドのミオスタチン遺伝子型と筋線維組
成およびミトコンドリア発現量が関連しているこ
とが分かった。持久的運動能力が高いTT/NNのウ
マでは、酸化的エネルギー要求量が多いにもかか
わらず、コエンザイムQの指標であるミトコンド
リア複合体I+IIIおよびII+III活性がCC/IIのウマに
比べて低く、コエンザイムQ合成経路の遺伝子発
現も低かった。これらの結果から、TT/NNのウマに
はコエンザイムQ10の栄養サプリメントが効果的
である可能性がある。

サラブレッドにおける骨格筋ミトコンドリアの
バイオエネルジェティックスとミオスタチン遺伝子タイプとの関連

Skeletal muscle mitochondrial bioenergetics and associations with
myostatin genotypes in the Thoroughbred horse

Mary F. Rooney, Richard K. Porter, Lisa M. Katz, Emmeline W. Hill
PLoS one. 2017, 12(11): e0186247

競走馬総合研究所　運動科学研究室　向井和隆

【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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文 献 紹 介

　競走馬シミュレーターの動きは、実際の競走馬
の動作とは異なっている。しかし、この違いが騎手
の技術に与える影響はまだ明らかとなっていな
い。筆者らは、シミュレーターと実際の競走馬に騎
乗した騎手の、キネマティクスおよびキネティク
スを定量化することで、両者の動きを比較した。
　慣性センサーを、6名の騎手の第5中足骨の骨
幹、骨盤、胸骨に、さらに競走馬とシミュレーター
の仙骨部に装着した。鐙には荷重計を装着し、鐙に
かかる荷重を測定した。実際の競走馬の襲歩は、全
天候型の馬場で12.12±1.28m/sの速度で実施し、
その際の慣性センサーの動きと、シミュレーター
で襲歩を想定したときの動きとを比較した。
　シミュレーターと比較し、実際の競走馬におい
て襲歩時に鐙にかかる荷重は2倍以上であった。
シミュレーターの鐙にかかる荷重は左右対称的で
あったのに対し、競走馬においては、手前肢とは逆
側の鐙の方により荷重がかかっていた。馬体が
ロール回転（進行方向を軸とする回転）しているた
め、競走馬と騎手の左右非対称な動き、および手前
肢側から反対側へかかる非対称的な力が発生して
いると考えられる。騎手はシミュレーターに騎乗
している時と比べて、競走馬に騎乗している時の

方が、体幹が起きた状態となっていた。また、騎手
の足の動きは、競走馬、およびシミュレーターと同
じ方向に動いていており、どの方向への動きに対
しても、両者に差は観察されなかった。しかし、騎
手の骨盤の背腹側方向、および内外方向における
動きは、競走馬およびシミュレーターと同じ方向
に動いていたが、吻尾側方向では、騎手の動きは競
走馬およびシミュレーターとは180°位相がずれ
ており、倒立振子のような動きが観察された。
　本研究では、走行中の騎手と競走馬の重心の関
係は、完全に同調したものではなく、特に進行方向
では逆の動きをしていることが示された。このこ
とから、騎手は足関節や股関節などで衝撃を吸収
して、自らの重心とウマの重心を分離して動かす
ことで、ウマが余計なエネルギーを使わないよう
に騎乗していると考えられた。また、シミュレー
ターと競走馬の動きは非常に近いものがあるが、
両者の最大の違いは、内外方向の動きが非対称で
あるか否かである。シミュレーターで練習しても、
このような競走馬が見せる内外方向の非対称の動
きに対応できるような技術は獲得できないと考え
られる。
　競馬において、騎手と競走馬の相互関係は非常

に重要で、成績にも大きな影響を与えると考えら
れる。競走馬の動作は非常に速いため、野外のコー
スで、騎手を乗せて走行している競走馬の動作を
測定するのは困難であった。近年の技術の進歩に
より、本研究のような重心の相互関係が明らかに

なるなど、徐々に理解が進んできている。本研究を
さらに発展させた形で、騎手―ウマ複合体の動作
解析を進め、モデルを組むことができれば、エネル
ギー的に最適な騎乗法が提示できるかもしれな
い。

騎手のキネマティクスおよびキネティクス
−トレーニング用のシミュレーターと競走馬騎乗時の定量的な比較−

The kinematics and kinetics of riding a racehorse: A quantitative
comparison of a training simulator and real horses

A.M. Walker, C. Applegate, T. Pfau, E.L. Sparkes, A.M. Wilson, T.H. Witte
Journal of Biomechanics 2016, 49: 3368-3374

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋佑治

【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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　競走馬シミュレーターの動きは、実際の競走馬
の動作とは異なっている。しかし、この違いが騎手
の技術に与える影響はまだ明らかとなっていな
い。筆者らは、シミュレーターと実際の競走馬に騎
乗した騎手の、キネマティクスおよびキネティク
スを定量化することで、両者の動きを比較した。
　慣性センサーを、6名の騎手の第5中足骨の骨
幹、骨盤、胸骨に、さらに競走馬とシミュレーター
の仙骨部に装着した。鐙には荷重計を装着し、鐙に
かかる荷重を測定した。実際の競走馬の襲歩は、全
天候型の馬場で12.12±1.28m/sの速度で実施し、
その際の慣性センサーの動きと、シミュレーター
で襲歩を想定したときの動きとを比較した。
　シミュレーターと比較し、実際の競走馬におい
て襲歩時に鐙にかかる荷重は2倍以上であった。
シミュレーターの鐙にかかる荷重は左右対称的で
あったのに対し、競走馬においては、手前肢とは逆
側の鐙の方により荷重がかかっていた。馬体が
ロール回転（進行方向を軸とする回転）しているた
め、競走馬と騎手の左右非対称な動き、および手前
肢側から反対側へかかる非対称的な力が発生して
いると考えられる。騎手はシミュレーターに騎乗
している時と比べて、競走馬に騎乗している時の

方が、体幹が起きた状態となっていた。また、騎手
の足の動きは、競走馬、およびシミュレーターと同
じ方向に動いていており、どの方向への動きに対
しても、両者に差は観察されなかった。しかし、騎
手の骨盤の背腹側方向、および内外方向における
動きは、競走馬およびシミュレーターと同じ方向
に動いていたが、吻尾側方向では、騎手の動きは競
走馬およびシミュレーターとは180°位相がずれ
ており、倒立振子のような動きが観察された。
　本研究では、走行中の騎手と競走馬の重心の関
係は、完全に同調したものではなく、特に進行方向
では逆の動きをしていることが示された。このこ
とから、騎手は足関節や股関節などで衝撃を吸収
して、自らの重心とウマの重心を分離して動かす
ことで、ウマが余計なエネルギーを使わないよう
に騎乗していると考えられた。また、シミュレー
ターと競走馬の動きは非常に近いものがあるが、
両者の最大の違いは、内外方向の動きが非対称で
あるか否かである。シミュレーターで練習しても、
このような競走馬が見せる内外方向の非対称の動
きに対応できるような技術は獲得できないと考え
られる。
　競馬において、騎手と競走馬の相互関係は非常

に重要で、成績にも大きな影響を与えると考えら
れる。競走馬の動作は非常に速いため、野外のコー
スで、騎手を乗せて走行している競走馬の動作を
測定するのは困難であった。近年の技術の進歩に
より、本研究のような重心の相互関係が明らかに

なるなど、徐々に理解が進んできている。本研究を
さらに発展させた形で、騎手―ウマ複合体の動作
解析を進め、モデルを組むことができれば、エネル
ギー的に最適な騎乗法が提示できるかもしれな
い。

【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
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肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。
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より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心
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と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
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中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
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平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
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DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
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とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX
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が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
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態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
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ると考えた。

文 献 紹 介

【要旨】
　ウマの筋骨格系障害に対する幹細胞治療は一般
的になってきている。現在、多くの研究、臨床デー
タが入手可能であり、治療の選択肢を増やすため
にも獣医師は幹細胞について知識を有する必要が
ある。
　筋肉、腱、軟骨、骨は胚発生期に構築されるため、
胎子の場合、腱損傷は完全な治癒が可能である。一
方、出生後の筋骨格系組織の治癒では、基質の成分
の変化を伴う瘢痕組織を形成するため、組織が治
癒しても機能を完全に発揮することが難しい。こ
のことは、ウマの腱、靱帯、軟骨、骨の治癒において
重要である。
　再生医療とは、治癒組織の機能良化を目的とし
た自然治癒の過程を利用した医療法である。現在、
筋骨格系組織において正常な組織と区別できない
ほど良化させることはできていないが、再生医療
の技術向上と成果は多く報告されている。そのた
めウマにおいても研究が実施され、再生医療が利
用されるようになった。整形外科の再生医療に利
用されているのは、幹細胞、多血小板血漿、自己由
来血清、成長因子、遺伝子治療などがある。これら
は病巣、病巣周囲、関節、静脈に直接注射すること
ができる。
　今回のReviewの目的は、ウマにおける幹細胞を利
用した治療法の報告をまとめ、紹介することである。

【ウマに使用する幹細胞について】
　ウマの胚性幹細胞に対する研究はあまり行われ
ていないため、考察が難しい一方、未分化胚芽細胞
以降の細胞から採取した間葉系幹細胞（MSCs）は
分離、培養が容易であり、腫瘍形成リスクが低いこ
とからウマによく利用されている。そのため、今回
のReviewではこの幹細胞に着目した。
　MSCsを使用する利点は、種々の細胞から入手が
容易であるため、自己由来の細胞を使用できる点、
中胚葉性系統であり、軟骨や腱、骨への分化が可能
である点、免疫抑制能を有しており他家移植が可
能である点、抗炎症能を有する点、場の論理に応じ
て様々な細胞に分化できる点などが挙げられる。
このようにMSCsは炎症の軽減、アポトーシスの減
少、内因性前駆細胞や組織特異的な細胞による細
胞間物質の合成増強によって、疾病の重症度に応
じて適切に反応し、局所の状態を調整する。
　MSCsは種々の組織から採取が可能であるが、骨
髄と脂肪が最もよく研究されている。骨髄や脂肪
以外では、腱、筋肉、臍帯血や臍帯組織、歯肉、歯根
膜、羊水、血液からも分離されている。どの組織由
来であっても、MSCsは少量しか採取できないた
め、治療に使用するには2～3週間の培養期間が必
要である。
　疾患を伝播する危険性が低く、安全と考えられ
ているため、ウマに対しては自家移植が主に実施

されている。その一方、損傷が発生する前に細胞を
貯蔵していなければ、培養に2～3週間を必要とす
るため、治療の開始が遅延するデメリットがある。
多くの研究所ではMSCsを自家移植するために貯
蔵しているが、低温保存下において長期生存して
いるかどうかはまだ解明されていない。早く治療
を開始するためには、幹細胞を含む骨髄から赤血
球を除去し、有核細胞および幹細胞を濃縮する方
法と、他家移植する方法がある。
　MSCsは免疫抑制能があると考えられているた
め、免疫テストをせず他家移植する方法が注目さ
れている。しかし、この方法は多くの動物種で行わ
れている一方で、ウマでの報告はない。他家移植を
行うメリットとして、治療効果の高いMSCsを複数
回利用できる点、診断後、早急に治療が開始できる
点、細胞の準備期間が短くて済み、コストの軽減が
期待できる点などがある。しかし、他家移植は薬物
と同様であると考えられるため、認可を受けるの
に時間と費用がかかるというデメリットがある。

【治療法】
　ここからは、骨髄由来MSCsを自家移植する治療
法を紹介する。

屈腱炎の治療
　幹細胞が腱の損傷に効果的であることは多く報
告されている。組織学的、生化学的な物質の改善に
ついての報告はあるが、最も有用な結果は再発率
の低下である。105頭のナショナルハントホース
を対象とした研究では、対象のウマを2年間追跡
調査し、従来の治療では55％程度であった再発率
が25％以下まで低下したという報告もされてい
る。その他、中手部、繋部、蹄部の深指屈腱の損傷
や、繋靱帯や側副靱帯などの靱帯損傷に対して幹
細胞治療が行われている。治療法は、血清、血漿、多
血小板血漿、骨髄上清、培養液に懸濁した幹細胞
を、超音波で描出しながら病変部へ直接注入し、局
所灌流させる方法である。

関節内注射
　ウマの急性関節損傷において変形性関節炎の進
行を抑制するため、壊死組織を外科的に切除した

後、MSCsの関節内注射が行われている。ウマ以外
の動物での変形性関節炎に関する研究報告があ
り、軟骨の退行性変化および変形性関節炎の進行
を防止させるだけでなく、軟部組織の治癒を促す
ことが確認されている。ウマを対象とした研究で
は、微小骨折を発生した軟骨欠損部において治癒
を促すという報告や、後膝の半月板損傷において、
MSCsの関節内注射後に跛行が良化するという報
告がある。しかし、軟部組織の損傷を伴わない変形
性関節炎のモデルではMSCsの関節内注射におけ
る良化は対照群と差がない。このことからMSCsの
関節内注射による変形性関節炎の抑制は、軟部組
織の治癒を促すことによるものだと考えられる。
関節内注射後、関節内に発赤が観察されることが
ある。この原因として移植回数、コンタミネーショ
ン、細胞の数などが検討されているが、まだ明確で
はない。関節内注射は、血清、血漿、骨髄上清に幹細
胞を懸濁し注射液を作製する。これにヒアルロン
酸を加えることもある。

関節鏡下における病変部への移植
　関節鏡下における移植は、離断性骨軟骨炎や骨
軟骨損傷、シスト様病変の治療に用いられており、
臨床的に良好な結果が報告されている。関節内の
軟骨欠損部に幹細胞が留まるように足場材として
フィブリンなどとともに移植する。

骨折に対する利用
　ウマは骨折後であっても、早期から体重を負荷
することが求められるため、また、手術に用いた裸
子が破損しやすくなってしまうため、骨折の治癒
不全は重大な問題として認識されている。骨髄由
来の幹細胞はより強固な骨を形成すると考えら
れ、ウマの骨折の治癒や、関節固定の成功率を上昇
させることが期待される。幹細胞を足場材や成長
因子とともに移植することにより、骨形成率が上
昇し、治癒不全が減少する可能性も示唆されてい
る。骨折部位に移植する際も、関節鏡下と同じく、
足場材を幹細胞とともに移植することが多く、こ
の足場材との併用は骨性基質の供給にも有効であ
る。将来的に、骨の修復を促進するため、骨片を移
植する方法ではなく、幹細胞を成長因子とともに

移植する方法がとられるだろう。

蹄葉炎に対する利用
　蹄葉炎は治療が難しいが、効果的な再生医療に
より治療が達成されうる。治療として、反復的に蹄
冠部へ局所灌流する方法が実施されている。まだ
研究が進められている段階だが、幹細胞を用いて
治療を行うことで、角質の成長が増大し、治療成績
が向上したという報告がある。

【結論】
　幹細胞治療の適切な治療方法を確立するための

検討課題は多い。今後の研究によって、適応可能な
病態や、移植方法、用量、時期、回数などについて、
明確にしなければならない。その上、それぞれの実
験において、幹細胞の製造方法の違いや、使用方法
の違い、組成の違いによって幹細胞の使用方法が
多岐にわたるため、結果が統一できないという問
題がある。様々な検討課題が残されているが、研究
を継続し、適切な臨床実験を行うことで筋骨格疾
患に対する最適な治療法および効果が見いだせる
であろう。
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。

【要旨】
　ウマの筋骨格系障害に対する幹細胞治療は一般
的になってきている。現在、多くの研究、臨床デー
タが入手可能であり、治療の選択肢を増やすため
にも獣医師は幹細胞について知識を有する必要が
ある。
　筋肉、腱、軟骨、骨は胚発生期に構築されるため、
胎子の場合、腱損傷は完全な治癒が可能である。一
方、出生後の筋骨格系組織の治癒では、基質の成分
の変化を伴う瘢痕組織を形成するため、組織が治
癒しても機能を完全に発揮することが難しい。こ
のことは、ウマの腱、靱帯、軟骨、骨の治癒において
重要である。
　再生医療とは、治癒組織の機能良化を目的とし
た自然治癒の過程を利用した医療法である。現在、
筋骨格系組織において正常な組織と区別できない
ほど良化させることはできていないが、再生医療
の技術向上と成果は多く報告されている。そのた
めウマにおいても研究が実施され、再生医療が利
用されるようになった。整形外科の再生医療に利
用されているのは、幹細胞、多血小板血漿、自己由
来血清、成長因子、遺伝子治療などがある。これら
は病巣、病巣周囲、関節、静脈に直接注射すること
ができる。
　今回のReviewの目的は、ウマにおける幹細胞を利
用した治療法の報告をまとめ、紹介することである。

【ウマに使用する幹細胞について】
　ウマの胚性幹細胞に対する研究はあまり行われ
ていないため、考察が難しい一方、未分化胚芽細胞
以降の細胞から採取した間葉系幹細胞（MSCs）は
分離、培養が容易であり、腫瘍形成リスクが低いこ
とからウマによく利用されている。そのため、今回
のReviewではこの幹細胞に着目した。
　MSCsを使用する利点は、種々の細胞から入手が
容易であるため、自己由来の細胞を使用できる点、
中胚葉性系統であり、軟骨や腱、骨への分化が可能
である点、免疫抑制能を有しており他家移植が可
能である点、抗炎症能を有する点、場の論理に応じ
て様々な細胞に分化できる点などが挙げられる。
このようにMSCsは炎症の軽減、アポトーシスの減
少、内因性前駆細胞や組織特異的な細胞による細
胞間物質の合成増強によって、疾病の重症度に応
じて適切に反応し、局所の状態を調整する。
　MSCsは種々の組織から採取が可能であるが、骨
髄と脂肪が最もよく研究されている。骨髄や脂肪
以外では、腱、筋肉、臍帯血や臍帯組織、歯肉、歯根
膜、羊水、血液からも分離されている。どの組織由
来であっても、MSCsは少量しか採取できないた
め、治療に使用するには2～3週間の培養期間が必
要である。
　疾患を伝播する危険性が低く、安全と考えられ
ているため、ウマに対しては自家移植が主に実施

されている。その一方、損傷が発生する前に細胞を
貯蔵していなければ、培養に2～3週間を必要とす
るため、治療の開始が遅延するデメリットがある。
多くの研究所ではMSCsを自家移植するために貯
蔵しているが、低温保存下において長期生存して
いるかどうかはまだ解明されていない。早く治療
を開始するためには、幹細胞を含む骨髄から赤血
球を除去し、有核細胞および幹細胞を濃縮する方
法と、他家移植する方法がある。
　MSCsは免疫抑制能があると考えられているた
め、免疫テストをせず他家移植する方法が注目さ
れている。しかし、この方法は多くの動物種で行わ
れている一方で、ウマでの報告はない。他家移植を
行うメリットとして、治療効果の高いMSCsを複数
回利用できる点、診断後、早急に治療が開始できる
点、細胞の準備期間が短くて済み、コストの軽減が
期待できる点などがある。しかし、他家移植は薬物
と同様であると考えられるため、認可を受けるの
に時間と費用がかかるというデメリットがある。

【治療法】
　ここからは、骨髄由来MSCsを自家移植する治療
法を紹介する。

屈腱炎の治療
　幹細胞が腱の損傷に効果的であることは多く報
告されている。組織学的、生化学的な物質の改善に
ついての報告はあるが、最も有用な結果は再発率
の低下である。105頭のナショナルハントホース
を対象とした研究では、対象のウマを2年間追跡
調査し、従来の治療では55％程度であった再発率
が25％以下まで低下したという報告もされてい
る。その他、中手部、繋部、蹄部の深指屈腱の損傷
や、繋靱帯や側副靱帯などの靱帯損傷に対して幹
細胞治療が行われている。治療法は、血清、血漿、多
血小板血漿、骨髄上清、培養液に懸濁した幹細胞
を、超音波で描出しながら病変部へ直接注入し、局
所灌流させる方法である。

関節内注射
　ウマの急性関節損傷において変形性関節炎の進
行を抑制するため、壊死組織を外科的に切除した

後、MSCsの関節内注射が行われている。ウマ以外
の動物での変形性関節炎に関する研究報告があ
り、軟骨の退行性変化および変形性関節炎の進行
を防止させるだけでなく、軟部組織の治癒を促す
ことが確認されている。ウマを対象とした研究で
は、微小骨折を発生した軟骨欠損部において治癒
を促すという報告や、後膝の半月板損傷において、
MSCsの関節内注射後に跛行が良化するという報
告がある。しかし、軟部組織の損傷を伴わない変形
性関節炎のモデルではMSCsの関節内注射におけ
る良化は対照群と差がない。このことからMSCsの
関節内注射による変形性関節炎の抑制は、軟部組
織の治癒を促すことによるものだと考えられる。
関節内注射後、関節内に発赤が観察されることが
ある。この原因として移植回数、コンタミネーショ
ン、細胞の数などが検討されているが、まだ明確で
はない。関節内注射は、血清、血漿、骨髄上清に幹細
胞を懸濁し注射液を作製する。これにヒアルロン
酸を加えることもある。

関節鏡下における病変部への移植
　関節鏡下における移植は、離断性骨軟骨炎や骨
軟骨損傷、シスト様病変の治療に用いられており、
臨床的に良好な結果が報告されている。関節内の
軟骨欠損部に幹細胞が留まるように足場材として
フィブリンなどとともに移植する。

骨折に対する利用
　ウマは骨折後であっても、早期から体重を負荷
することが求められるため、また、手術に用いた裸
子が破損しやすくなってしまうため、骨折の治癒
不全は重大な問題として認識されている。骨髄由
来の幹細胞はより強固な骨を形成すると考えら
れ、ウマの骨折の治癒や、関節固定の成功率を上昇
させることが期待される。幹細胞を足場材や成長
因子とともに移植することにより、骨形成率が上
昇し、治癒不全が減少する可能性も示唆されてい
る。骨折部位に移植する際も、関節鏡下と同じく、
足場材を幹細胞とともに移植することが多く、こ
の足場材との併用は骨性基質の供給にも有効であ
る。将来的に、骨の修復を促進するため、骨片を移
植する方法ではなく、幹細胞を成長因子とともに

移植する方法がとられるだろう。

蹄葉炎に対する利用
　蹄葉炎は治療が難しいが、効果的な再生医療に
より治療が達成されうる。治療として、反復的に蹄
冠部へ局所灌流する方法が実施されている。まだ
研究が進められている段階だが、幹細胞を用いて
治療を行うことで、角質の成長が増大し、治療成績
が向上したという報告がある。

【結論】
　幹細胞治療の適切な治療方法を確立するための

検討課題は多い。今後の研究によって、適応可能な
病態や、移植方法、用量、時期、回数などについて、
明確にしなければならない。その上、それぞれの実
験において、幹細胞の製造方法の違いや、使用方法
の違い、組成の違いによって幹細胞の使用方法が
多岐にわたるため、結果が統一できないという問
題がある。様々な検討課題が残されているが、研究
を継続し、適切な臨床実験を行うことで筋骨格疾
患に対する最適な治療法および効果が見いだせる
であろう。
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。

【要旨】
　ウマの筋骨格系障害に対する幹細胞治療は一般
的になってきている。現在、多くの研究、臨床デー
タが入手可能であり、治療の選択肢を増やすため
にも獣医師は幹細胞について知識を有する必要が
ある。
　筋肉、腱、軟骨、骨は胚発生期に構築されるため、
胎子の場合、腱損傷は完全な治癒が可能である。一
方、出生後の筋骨格系組織の治癒では、基質の成分
の変化を伴う瘢痕組織を形成するため、組織が治
癒しても機能を完全に発揮することが難しい。こ
のことは、ウマの腱、靱帯、軟骨、骨の治癒において
重要である。
　再生医療とは、治癒組織の機能良化を目的とし
た自然治癒の過程を利用した医療法である。現在、
筋骨格系組織において正常な組織と区別できない
ほど良化させることはできていないが、再生医療
の技術向上と成果は多く報告されている。そのた
めウマにおいても研究が実施され、再生医療が利
用されるようになった。整形外科の再生医療に利
用されているのは、幹細胞、多血小板血漿、自己由
来血清、成長因子、遺伝子治療などがある。これら
は病巣、病巣周囲、関節、静脈に直接注射すること
ができる。
　今回のReviewの目的は、ウマにおける幹細胞を利
用した治療法の報告をまとめ、紹介することである。

【ウマに使用する幹細胞について】
　ウマの胚性幹細胞に対する研究はあまり行われ
ていないため、考察が難しい一方、未分化胚芽細胞
以降の細胞から採取した間葉系幹細胞（MSCs）は
分離、培養が容易であり、腫瘍形成リスクが低いこ
とからウマによく利用されている。そのため、今回
のReviewではこの幹細胞に着目した。
　MSCsを使用する利点は、種々の細胞から入手が
容易であるため、自己由来の細胞を使用できる点、
中胚葉性系統であり、軟骨や腱、骨への分化が可能
である点、免疫抑制能を有しており他家移植が可
能である点、抗炎症能を有する点、場の論理に応じ
て様々な細胞に分化できる点などが挙げられる。
このようにMSCsは炎症の軽減、アポトーシスの減
少、内因性前駆細胞や組織特異的な細胞による細
胞間物質の合成増強によって、疾病の重症度に応
じて適切に反応し、局所の状態を調整する。
　MSCsは種々の組織から採取が可能であるが、骨
髄と脂肪が最もよく研究されている。骨髄や脂肪
以外では、腱、筋肉、臍帯血や臍帯組織、歯肉、歯根
膜、羊水、血液からも分離されている。どの組織由
来であっても、MSCsは少量しか採取できないた
め、治療に使用するには2～3週間の培養期間が必
要である。
　疾患を伝播する危険性が低く、安全と考えられ
ているため、ウマに対しては自家移植が主に実施

されている。その一方、損傷が発生する前に細胞を
貯蔵していなければ、培養に2～3週間を必要とす
るため、治療の開始が遅延するデメリットがある。
多くの研究所ではMSCsを自家移植するために貯
蔵しているが、低温保存下において長期生存して
いるかどうかはまだ解明されていない。早く治療
を開始するためには、幹細胞を含む骨髄から赤血
球を除去し、有核細胞および幹細胞を濃縮する方
法と、他家移植する方法がある。
　MSCsは免疫抑制能があると考えられているた
め、免疫テストをせず他家移植する方法が注目さ
れている。しかし、この方法は多くの動物種で行わ
れている一方で、ウマでの報告はない。他家移植を
行うメリットとして、治療効果の高いMSCsを複数
回利用できる点、診断後、早急に治療が開始できる
点、細胞の準備期間が短くて済み、コストの軽減が
期待できる点などがある。しかし、他家移植は薬物
と同様であると考えられるため、認可を受けるの
に時間と費用がかかるというデメリットがある。

【治療法】
　ここからは、骨髄由来MSCsを自家移植する治療
法を紹介する。

屈腱炎の治療
　幹細胞が腱の損傷に効果的であることは多く報
告されている。組織学的、生化学的な物質の改善に
ついての報告はあるが、最も有用な結果は再発率
の低下である。105頭のナショナルハントホース
を対象とした研究では、対象のウマを2年間追跡
調査し、従来の治療では55％程度であった再発率
が25％以下まで低下したという報告もされてい
る。その他、中手部、繋部、蹄部の深指屈腱の損傷
や、繋靱帯や側副靱帯などの靱帯損傷に対して幹
細胞治療が行われている。治療法は、血清、血漿、多
血小板血漿、骨髄上清、培養液に懸濁した幹細胞
を、超音波で描出しながら病変部へ直接注入し、局
所灌流させる方法である。

関節内注射
　ウマの急性関節損傷において変形性関節炎の進
行を抑制するため、壊死組織を外科的に切除した

後、MSCsの関節内注射が行われている。ウマ以外
の動物での変形性関節炎に関する研究報告があ
り、軟骨の退行性変化および変形性関節炎の進行
を防止させるだけでなく、軟部組織の治癒を促す
ことが確認されている。ウマを対象とした研究で
は、微小骨折を発生した軟骨欠損部において治癒
を促すという報告や、後膝の半月板損傷において、
MSCsの関節内注射後に跛行が良化するという報
告がある。しかし、軟部組織の損傷を伴わない変形
性関節炎のモデルではMSCsの関節内注射におけ
る良化は対照群と差がない。このことからMSCsの
関節内注射による変形性関節炎の抑制は、軟部組
織の治癒を促すことによるものだと考えられる。
関節内注射後、関節内に発赤が観察されることが
ある。この原因として移植回数、コンタミネーショ
ン、細胞の数などが検討されているが、まだ明確で
はない。関節内注射は、血清、血漿、骨髄上清に幹細
胞を懸濁し注射液を作製する。これにヒアルロン
酸を加えることもある。

関節鏡下における病変部への移植
　関節鏡下における移植は、離断性骨軟骨炎や骨
軟骨損傷、シスト様病変の治療に用いられており、
臨床的に良好な結果が報告されている。関節内の
軟骨欠損部に幹細胞が留まるように足場材として
フィブリンなどとともに移植する。

骨折に対する利用
　ウマは骨折後であっても、早期から体重を負荷
することが求められるため、また、手術に用いた裸
子が破損しやすくなってしまうため、骨折の治癒
不全は重大な問題として認識されている。骨髄由
来の幹細胞はより強固な骨を形成すると考えら
れ、ウマの骨折の治癒や、関節固定の成功率を上昇
させることが期待される。幹細胞を足場材や成長
因子とともに移植することにより、骨形成率が上
昇し、治癒不全が減少する可能性も示唆されてい
る。骨折部位に移植する際も、関節鏡下と同じく、
足場材を幹細胞とともに移植することが多く、こ
の足場材との併用は骨性基質の供給にも有効であ
る。将来的に、骨の修復を促進するため、骨片を移
植する方法ではなく、幹細胞を成長因子とともに

移植する方法がとられるだろう。

蹄葉炎に対する利用
　蹄葉炎は治療が難しいが、効果的な再生医療に
より治療が達成されうる。治療として、反復的に蹄
冠部へ局所灌流する方法が実施されている。まだ
研究が進められている段階だが、幹細胞を用いて
治療を行うことで、角質の成長が増大し、治療成績
が向上したという報告がある。

【結論】
　幹細胞治療の適切な治療方法を確立するための

検討課題は多い。今後の研究によって、適応可能な
病態や、移植方法、用量、時期、回数などについて、
明確にしなければならない。その上、それぞれの実
験において、幹細胞の製造方法の違いや、使用方法
の違い、組成の違いによって幹細胞の使用方法が
多岐にわたるため、結果が統一できないという問
題がある。様々な検討課題が残されているが、研究
を継続し、適切な臨床実験を行うことで筋骨格疾
患に対する最適な治療法および効果が見いだせる
であろう。
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文 献 紹 介

【背景と目的】
　ゲタウイルス感染症は、蚊を媒介動物として、馬
に発熱、発疹、四肢の浮腫を引き起こす。2014年に
美浦トレーニング・センター (TC)において、ワク
チンを接種された馬群では初めてとなる本症の流
行が発生した。2014年の流行の要因として、2回の
ワクチン基礎接種が未完了なために十分な免疫を
持たない馬がTC内に存在していたことと、TC周辺
地域の牧場（周辺牧場）の馬群でウイルスが蔓延し
ていことが挙げられた。
　本研究では、2015年にも同じく美浦TCで発生
したゲタウイルス感染症の流行の概要を報告し、
今後の流行リスクを評価することを目的とした。

【材料と方法】
　2015年6月から11月中旬までの期間、美浦TCで
38.5℃以上の発熱を呈した馬より血液を採取し、
ゲタウイルスのRT-PCRおよび中和試験を実施し
た。次に、流行開始時期（8月15日時点）にTCに在厩
していた馬を年齢とワクチンの接種歴で分類し、
各馬群の有病率を比較した。さらに、感染が確認さ
れた馬の血液からウイルスを分離し、遺伝子配列

と抗原性について1978年流行株(ワクチン株)およ
び2014年流行株と比較した。最後に、周辺地域で
の流行状況を把握するため、茨城県および千葉県
の周辺牧場からTCに入厩したゲタウイルスワク
チンの接種歴がない2歳馬を対象とし、入厩時に
採取した血清を用いて中和試験を実施した。

【結果】
　RT-PCRと中和試験の結果、8月18日から10月
30日までの期間における発熱馬95頭中30頭でゲ
タウイルス感染が確認された。感染馬のうち27頭

（90.0％）が2歳馬であった。流行時にトレセンに
在厩していた2歳馬の大多数が2回のワクチンを
受けている中、ワクチン接種が１回のみ、つまり基
礎接種が未完了であった2歳馬は7.3％存在してい
た。
　年齢ごとの有病率を比較すると、2歳馬におけ
る有病率（27/613頭[4.4％]）は3歳以上の馬

（3/1379頭[0.2％]）よりも有意に高かった。さら
に、2歳馬においてワクチン接種歴ごとの有病率
を比較すると、接種歴1回の馬の有病率（10/45頭
[22.2%]）は、接種歴2回以上の馬（17/568頭

[3.0％]）よりも有意に高かった。
　シークエンス解析により、2015年に流行したウ
イルス株は、2014年に流行した株と同一のnsP1
遺伝子配列を持つことがわかった。ワクチン株と
2014年流行株に対する免疫血清はこれら両株お
よび2015年流行株を指示ウイルスとした交叉中
和試験において256～1024倍の抗体価を示し、異
なる指示ウイルス間の抗体価の差は2倍以内だっ
た。従って、2015年流行株、2014年流行株、ワクチ
ン株の間で高い交叉性が認められた。
　周辺牧場からの入厩馬における抗体陽性率は、
2014年と同様に8月、9月、10月と増加が見られ、
10月には陽性率34.9%にまで達していた。これよ
り、2015年の流行時期には、2014年と同様に美浦
TCの周辺地域でゲタウイルス感染症が流行して
いたことが示唆された。

【考察】
　2015年の感染馬頭数（33/1950頭[1.7％]）は
2014年（30/1992頭[1.5％]）と同程度であった。
2015年の流行は、2014年の流行に比べて開始時
期は早かったものの、拡大スピードは遅かった。
2015年の流行における感染馬の9割は2歳馬で
あった。考えられる理由として、3歳以上の馬の多
くが2014年の流行を受けてウイルスに対する抵
抗性を持っていた可能性が挙げられる。
　2015年の流行株は、2014年の流行株と遺伝的お
よび抗原的に類似しており、既存のワクチンはど
ちらの株に対しても有効であることが示された。

　美浦TCの周辺地域である茨城県および千葉県
では養豚産業が盛んであり、ゲタウイルスの増幅
動物であるブタが多く存在することから、馬への
感染リスクが高いと考えられている。本研究では、
2015年も前年と同様に周辺牧場における馬の抗
体陽性率が高いことが示された。しかしながら、周
辺牧場でゲタウイルスワクチンを接種することは
まだまだ一般的ではないというところが現状であ
る。
　TCではゲタウイルスの流行期前に、在厩する2
歳馬に対し1ヶ月間隔で2回、ゲタウイルスワクチ
ンの基礎接種を行っている。しかし夏から秋に初
めて入厩した馬の場合、入厩時に初回基礎接種を
行い、その1ヶ月後に2回目の基礎接種を行うた
め、ワクチン未完了の状態で滞在する期間が生じ
る。2015年の流行では前年と同様に、ワクチン接
種歴が1回のみの2歳馬で有病率が高かったこと
から、ワクチンの基礎接種が未完了な馬が高感受
性だったと考えられる。従って、今後もこのような
馬を中心に流行が起きる可能性がある。
　2015年に美浦TCで確認されたゲタウイルス感
染症の流行は、2014年の流行株と近縁のウイルス
によって、2014年と同様の疫学状況下で発生し
た。今後も、2回のワクチン基礎接種が完了してい
ない2歳馬を中心に流行が起こる可能性がある。
今後の対策として、周辺牧場におけるゲタウイル
スワクチンの接種率を高めることで、流行のリス
クを減らすことができると考えられる。

2014年の流行と同じ場所で発生した
2015年の日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の流行

A 2015 outbreak of Getah virus infection occurring among Japanese racehorses
sequentially to an outbreak in 2014 at the same site

Hiroshi Bannai, Akihiro Ochi, Manabu Nemoto, Koji Tsujimura, Takashi Yamanaka, 
and Takashi Kondo

BMC Veterinary Research 2016, 12: 98
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。



（64） 馬の科学　Vol.56（1）2019

【背景と目的】
　ゲタウイルス感染症は、蚊を媒介動物として、馬
に発熱、発疹、四肢の浮腫を引き起こす。2014年に
美浦トレーニング・センター (TC)において、ワク
チンを接種された馬群では初めてとなる本症の流
行が発生した。2014年の流行の要因として、2回の
ワクチン基礎接種が未完了なために十分な免疫を
持たない馬がTC内に存在していたことと、TC周辺
地域の牧場（周辺牧場）の馬群でウイルスが蔓延し
ていことが挙げられた。
　本研究では、2015年にも同じく美浦TCで発生
したゲタウイルス感染症の流行の概要を報告し、
今後の流行リスクを評価することを目的とした。

【材料と方法】
　2015年6月から11月中旬までの期間、美浦TCで
38.5℃以上の発熱を呈した馬より血液を採取し、
ゲタウイルスのRT-PCRおよび中和試験を実施し
た。次に、流行開始時期（8月15日時点）にTCに在厩
していた馬を年齢とワクチンの接種歴で分類し、
各馬群の有病率を比較した。さらに、感染が確認さ
れた馬の血液からウイルスを分離し、遺伝子配列

と抗原性について1978年流行株(ワクチン株)およ
び2014年流行株と比較した。最後に、周辺地域で
の流行状況を把握するため、茨城県および千葉県
の周辺牧場からTCに入厩したゲタウイルスワク
チンの接種歴がない2歳馬を対象とし、入厩時に
採取した血清を用いて中和試験を実施した。

【結果】
　RT-PCRと中和試験の結果、8月18日から10月
30日までの期間における発熱馬95頭中30頭でゲ
タウイルス感染が確認された。感染馬のうち27頭

（90.0％）が2歳馬であった。流行時にトレセンに
在厩していた2歳馬の大多数が2回のワクチンを
受けている中、ワクチン接種が１回のみ、つまり基
礎接種が未完了であった2歳馬は7.3％存在してい
た。
　年齢ごとの有病率を比較すると、2歳馬におけ
る有病率（27/613頭[4.4％]）は3歳以上の馬

（3/1379頭[0.2％]）よりも有意に高かった。さら
に、2歳馬においてワクチン接種歴ごとの有病率
を比較すると、接種歴1回の馬の有病率（10/45頭
[22.2%]）は、接種歴2回以上の馬（17/568頭

[3.0％]）よりも有意に高かった。
　シークエンス解析により、2015年に流行したウ
イルス株は、2014年に流行した株と同一のnsP1
遺伝子配列を持つことがわかった。ワクチン株と
2014年流行株に対する免疫血清はこれら両株お
よび2015年流行株を指示ウイルスとした交叉中
和試験において256～1024倍の抗体価を示し、異
なる指示ウイルス間の抗体価の差は2倍以内だっ
た。従って、2015年流行株、2014年流行株、ワクチ
ン株の間で高い交叉性が認められた。
　周辺牧場からの入厩馬における抗体陽性率は、
2014年と同様に8月、9月、10月と増加が見られ、
10月には陽性率34.9%にまで達していた。これよ
り、2015年の流行時期には、2014年と同様に美浦
TCの周辺地域でゲタウイルス感染症が流行して
いたことが示唆された。

【考察】
　2015年の感染馬頭数（33/1950頭[1.7％]）は
2014年（30/1992頭[1.5％]）と同程度であった。
2015年の流行は、2014年の流行に比べて開始時
期は早かったものの、拡大スピードは遅かった。
2015年の流行における感染馬の9割は2歳馬で
あった。考えられる理由として、3歳以上の馬の多
くが2014年の流行を受けてウイルスに対する抵
抗性を持っていた可能性が挙げられる。
　2015年の流行株は、2014年の流行株と遺伝的お
よび抗原的に類似しており、既存のワクチンはど
ちらの株に対しても有効であることが示された。

　美浦TCの周辺地域である茨城県および千葉県
では養豚産業が盛んであり、ゲタウイルスの増幅
動物であるブタが多く存在することから、馬への
感染リスクが高いと考えられている。本研究では、
2015年も前年と同様に周辺牧場における馬の抗
体陽性率が高いことが示された。しかしながら、周
辺牧場でゲタウイルスワクチンを接種することは
まだまだ一般的ではないというところが現状であ
る。
　TCではゲタウイルスの流行期前に、在厩する2
歳馬に対し1ヶ月間隔で2回、ゲタウイルスワクチ
ンの基礎接種を行っている。しかし夏から秋に初
めて入厩した馬の場合、入厩時に初回基礎接種を
行い、その1ヶ月後に2回目の基礎接種を行うた
め、ワクチン未完了の状態で滞在する期間が生じ
る。2015年の流行では前年と同様に、ワクチン接
種歴が1回のみの2歳馬で有病率が高かったこと
から、ワクチンの基礎接種が未完了な馬が高感受
性だったと考えられる。従って、今後もこのような
馬を中心に流行が起きる可能性がある。
　2015年に美浦TCで確認されたゲタウイルス感
染症の流行は、2014年の流行株と近縁のウイルス
によって、2014年と同様の疫学状況下で発生し
た。今後も、2回のワクチン基礎接種が完了してい
ない2歳馬を中心に流行が起こる可能性がある。
今後の対策として、周辺牧場におけるゲタウイル
スワクチンの接種率を高めることで、流行のリス
クを減らすことができると考えられる。

【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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あるいはメデトミジンを用いたバランス麻酔の臨床比較

Clinical comparison of dexmedetomidine and medetomidine for
isoflurane balanced anaesthesia in horses

.
Muriel Sacks, Simone K Ringer, Andrea S Bischofbergerb,
Sabrina M Berchtold,  Regula Bettschart-Wolfensberger

Veterinary Anaesthesia and Analgesia 2017, 44: 1128-1138

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　杉山　史
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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文 献 紹 介

背景と目的
　術部感染症（SSI）は開腹手術後の重要な罹患原
因となっている。疝痛症状を呈した馬の約9％に
外科的介入または安楽死処置が必要となり、開腹
手術実施馬の10～37％に術部感染症（SSI）が発生
することが報告されている。SSIの発生は、入院期
間・費用の負担をもたらすとともに、瘢痕ヘルニア
発症のリスクも上昇する。これまでの研究では、主
に術前・術中のSSIリスク因子について同定が行わ
れている。人医療では、脊髄手術後におけるSSIと
季節の関連が指摘されているとともに、通常の勤
務時間以外に行われた手術では、術後合併症のリ
スクが高まることも報告されている。一方、馬の開
腹手術後のSSIと、季節や時間外手術との関連につ
いては調査されていない。
　そこで、本研究では、季節の影響や時間外手術を
含めた術前・術中・術後におけるSSIのリスク要因、
ならびに分離細菌の薬剤感受性について調査を
行った。

材料と方法
　今回の研究では、2010～2013年に、リバプール
大学病院で試験的開腹手術を受けたすべての馬

と、疝痛など緊急開腹手術を受けた馬の症例につ
いて回顧的調査をした。退院まで生存できなかっ
た馬や4週間以内に再手術を受けた症例について
は、今回の対象から除外した。SSIの定義は、24時間
以上持続して化膿性・漿液性排出物があるものと
し、時間外手術は月曜から金曜の17時～翌9時の
間と土日に行われたものとした。SSI発症馬につい
ては血液寒天培地を用いて細菌分離を行った。
　分析は後ろ向きコホート研究によって行った。
多変数ロジスティック回帰モデルを用いて、術前・
術中・術後における様々な因子のSSIとの関連を調
べた。すべての変数に対して記述統計学を用いて
処理し、30％以上の欠測値が生じた因子は分析か
ら除外した。

結果と考察
　研究期間に開腹手術を行ったのは511頭で、組
み入れ基準を満たしたものは287頭、その中でSSI
を発症した馬は73頭であった。SSI発症馬は非発症
馬に比べて入院期間の延長が認められた。また、時
間外手術とSSIには関連が認められなかった。SSI
との関連が認められた因子は季節・術後疼痛・小腸
切除・閉腹方法であった。

　SSIは夏と冬にリスクが高まることが示された。
夏は外気温が細菌増殖に適しており、冬は被毛の
汚れが原因として挙げられ、術部の細菌汚染が増
加すると考えられた。しかし、夏場のリスク増加に
ついては、外気温に着目したさらなる研究が必要
である。
　術後疼痛は横臥位の頻度を増加させ、病原体と
の接触、保護材の破損を引き起こし、切開部におけ
る炎症の原因になりうる。さらに、体重も関係して
おり、腹部内容の重量が大きい場合には切開部の
血行障害が生じるリスクが考えられる。
　小腸切開がSSIと関連していることは以前から
知られていたが、周術期の腹水や吻合部からは術
後感染を示す細菌は採取されなかったことから、
細菌汚染が原因ではなく、心血管系の乱れやSIRS

（全身性炎症反応症候群）が原因と考えられる。こ
のことから、疝痛時には心血管系と消化器系に障
害が起きる前に早期手術が重要であると言える。
　同病院で実施された切開部における2層縫合と
3層縫合の違いは、化膿の発生率に優位な差が生
じなかったという過去の調査結果と異なり、今回
の研究では2層縫合よりも3層縫合の方が感染リ
スクを低下させることがわかった。この違いには、
観測時期や調査期間の長さ等が関係していると考

えられる。
　SSI発症馬73頭中、59頭から120株の細菌が分
離された。本研究で同定された菌のうち、57％が
グラム陰性菌、43％がグラム陽性菌であった。こ
の結果は、以前報告された術中の切開部位から分
離された菌にはグラム陽性が多いという結果と反
するものになった。分離菌のうち、ペニシリン耐性
株が92％、ゲンタマイシン耐性株が18％、ペニシ
リン・ゲンタマイシン耐性株は16.3％であった。
SSIから分離された菌種と薬剤感受性について知
ることは、薬剤耐性菌の出現と院内感染の発生を
監視するという観点からも重要なことであり、院
内臨床監査においても鍵となる。手術時の汚染を
証明するには、周術期に経時的にサンプリングを
行う方法が有効だろう。
　夏や冬に手術を行う馬・体重が重い馬・小腸切除
を行う馬などに対しては、SSIリスクが高いことを
加味して、厳重に管理をすることでSSIを減少させ
ることができると考えられる。本研究は、イギリス
の1病院のみのデータをもとに解析しており、他
の病院や国で当てはまるとはいえず、データの正
確性に限界があるため、さらに病院や国を変えた
調査が必要であると考えられる。

開腹手術後の術部感染症の危険因子について
−287症例における季節・周術期因子の影響と細菌検査成績−

Risk factors for surgical site infection following laparotomy: Effect of season and
perioperative variables and reporting of bacterial isolates in 287 horses.

C.M.Isgren, S.E.Salem, D.C.Archer, F.C.F.Worsman, N.B.Townsend
Equine Veterinary Journal 2017, 49: 39-44
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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背景と目的
　術部感染症（SSI）は開腹手術後の重要な罹患原
因となっている。疝痛症状を呈した馬の約9％に
外科的介入または安楽死処置が必要となり、開腹
手術実施馬の10～37％に術部感染症（SSI）が発生
することが報告されている。SSIの発生は、入院期
間・費用の負担をもたらすとともに、瘢痕ヘルニア
発症のリスクも上昇する。これまでの研究では、主
に術前・術中のSSIリスク因子について同定が行わ
れている。人医療では、脊髄手術後におけるSSIと
季節の関連が指摘されているとともに、通常の勤
務時間以外に行われた手術では、術後合併症のリ
スクが高まることも報告されている。一方、馬の開
腹手術後のSSIと、季節や時間外手術との関連につ
いては調査されていない。
　そこで、本研究では、季節の影響や時間外手術を
含めた術前・術中・術後におけるSSIのリスク要因、
ならびに分離細菌の薬剤感受性について調査を
行った。

材料と方法
　今回の研究では、2010～2013年に、リバプール
大学病院で試験的開腹手術を受けたすべての馬

と、疝痛など緊急開腹手術を受けた馬の症例につ
いて回顧的調査をした。退院まで生存できなかっ
た馬や4週間以内に再手術を受けた症例について
は、今回の対象から除外した。SSIの定義は、24時間
以上持続して化膿性・漿液性排出物があるものと
し、時間外手術は月曜から金曜の17時～翌9時の
間と土日に行われたものとした。SSI発症馬につい
ては血液寒天培地を用いて細菌分離を行った。
　分析は後ろ向きコホート研究によって行った。
多変数ロジスティック回帰モデルを用いて、術前・
術中・術後における様々な因子のSSIとの関連を調
べた。すべての変数に対して記述統計学を用いて
処理し、30％以上の欠測値が生じた因子は分析か
ら除外した。

結果と考察
　研究期間に開腹手術を行ったのは511頭で、組
み入れ基準を満たしたものは287頭、その中でSSI
を発症した馬は73頭であった。SSI発症馬は非発症
馬に比べて入院期間の延長が認められた。また、時
間外手術とSSIには関連が認められなかった。SSI
との関連が認められた因子は季節・術後疼痛・小腸
切除・閉腹方法であった。

　SSIは夏と冬にリスクが高まることが示された。
夏は外気温が細菌増殖に適しており、冬は被毛の
汚れが原因として挙げられ、術部の細菌汚染が増
加すると考えられた。しかし、夏場のリスク増加に
ついては、外気温に着目したさらなる研究が必要
である。
　術後疼痛は横臥位の頻度を増加させ、病原体と
の接触、保護材の破損を引き起こし、切開部におけ
る炎症の原因になりうる。さらに、体重も関係して
おり、腹部内容の重量が大きい場合には切開部の
血行障害が生じるリスクが考えられる。
　小腸切開がSSIと関連していることは以前から
知られていたが、周術期の腹水や吻合部からは術
後感染を示す細菌は採取されなかったことから、
細菌汚染が原因ではなく、心血管系の乱れやSIRS

（全身性炎症反応症候群）が原因と考えられる。こ
のことから、疝痛時には心血管系と消化器系に障
害が起きる前に早期手術が重要であると言える。
　同病院で実施された切開部における2層縫合と
3層縫合の違いは、化膿の発生率に優位な差が生
じなかったという過去の調査結果と異なり、今回
の研究では2層縫合よりも3層縫合の方が感染リ
スクを低下させることがわかった。この違いには、
観測時期や調査期間の長さ等が関係していると考

えられる。
　SSI発症馬73頭中、59頭から120株の細菌が分
離された。本研究で同定された菌のうち、57％が
グラム陰性菌、43％がグラム陽性菌であった。こ
の結果は、以前報告された術中の切開部位から分
離された菌にはグラム陽性が多いという結果と反
するものになった。分離菌のうち、ペニシリン耐性
株が92％、ゲンタマイシン耐性株が18％、ペニシ
リン・ゲンタマイシン耐性株は16.3％であった。
SSIから分離された菌種と薬剤感受性について知
ることは、薬剤耐性菌の出現と院内感染の発生を
監視するという観点からも重要なことであり、院
内臨床監査においても鍵となる。手術時の汚染を
証明するには、周術期に経時的にサンプリングを
行う方法が有効だろう。
　夏や冬に手術を行う馬・体重が重い馬・小腸切除
を行う馬などに対しては、SSIリスクが高いことを
加味して、厳重に管理をすることでSSIを減少させ
ることができると考えられる。本研究は、イギリス
の1病院のみのデータをもとに解析しており、他
の病院や国で当てはまるとはいえず、データの正
確性に限界があるため、さらに病院や国を変えた
調査が必要であると考えられる。
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て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
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アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
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ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
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酸値(Lac)を測定した。
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投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
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た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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文 献 紹 介

Introduction
　競走馬における致死的骨折の大部分は、調教や
レース中にかかる反復性の負荷による骨損傷の蓄
積により生じる。そのため、致死的骨折はその発生
部位や配置を予測し得る職業病である。また時に
致死的骨折は、骨が本来の強度を欠く「病的骨折」
ともいえる前駆病変を伴う状態で調教やレースを
繰り返し行ったがために生じることもある。
　カリフォルニア州の競走馬を対象とした2年間
の研究において、74％ の骨折に前駆病変である疲
労骨折あるいは軟骨下骨のストレス修復像との直
接的な関連性が、19％ の骨折にいくつかの痕跡が
見られた。前駆病変は骨構造を限局的に弱体化す
るため、通常負荷の調教やレースであっても完全
骨折が生じやすくする。
　骨折の関連所見、特に致死的骨折につながり得
る異常所見を競馬サークルの専門家に啓蒙するこ
とで、病理診断医は将来的に発生しうる骨折の治
療および予防において重要な役割を果たす。骨折
の位置関係や関連所見の正確で明確な記録は骨折
の疾病要因、治療および予防の理解を進める。
　徹底した観察、規格化された記述法、リスク因子
の前向き研究につながるデータ収集、および解剖

学的命名法を用いた骨折の解説は解剖所見および
報告書の有用性を高め、また、骨折発症における生
体力学的および病理学的な手がかりとなりうる、
骨折のパターンと前駆病変ヶ所の一致性の認識に
つながる。

Anatomic nomenclature
　病理所見の記述では、病変部の位置の誤解が生
じるのを避けるため、解剖学的命名法を用いる。解
剖学的命名法を用いることで、馬の体位に関わら
ず橈側手根骨の近位は同じ位置として認識され
る。骨折の発症部位の描写には身体の平面の意識
が役立つ。

Acute fracture classification
　骨折は、いくつかの要素で分類することが重要
である。なぜならば，それによって同様の骨折を呈
した馬の予後や治療法に関する判断、骨折を誘因
するバイオメカニクス因子の理解に関する情報を
得られ，さらには骨折の予防につながる可能性も
ある。まず、発症した骨、発症部位、また立体配置を
とらえるべきである。それらを明確に記述するた
めの主要要素は（表1）に示すとおりである。

　骨折の描写では、描写を読んだ者がなるべく多
くの情報を読み取れる記載を心がけるべきであ
り，重要度に順じた描写をすることで理解が容易
となる。すなわち、より大きな部位やより重要な要
素の描写から始め、その後に重要度の低い要素の
描写が続くとよい。また、それぞれの区分の描写
は、骨折の種類、位置ならびに特徴を示すべきであ
る。

Pathologic findings
　競走馬における骨折の大多数は、既存の疲労骨
折や軟骨下骨のストレス修復に付随して二次的に
生じる。完全骨折や急性の致死的骨折の素因とな

る異常所見を文書化し、知識を普及することは競
走馬の管理および致死的骨折の予防につながる。
ゆえに前駆病変は剖検報告書に明確に記述されね
ばならない。

Gross dissection technique for detection of 
preexisting lesions
　病理的な完全骨折に先行する前駆病変は完全骨
折に物理的に関連して認められるため、骨折部位
の表面および骨折部位に隣接する骨膜表面、骨内
膜組織を中心に観察する。この特徴を認識して調
査すれば、剖検のみで前駆病変の検出は可能であ
る。

Signs of preexisting lesions
　前駆病変の兆候は、骨組織の損傷に対する反応
性変化に関連している。競走馬では、調教やレース
中に生じる反復性の高負荷により骨組織に微細な
損傷が生じる。このような微細損傷によって骨の
修復反応が誘導される。すなわち、骨細胞死や健常
な骨細胞を損なう微細損傷は骨組織のリモデリン
グを誘導し、損傷後数日から数週間のうちに受傷
した骨組織の急速な吸収が生じる。骨吸収に続い
て、損傷部位の健常骨による置換が生じるが、この
過程には数ヶ月を要する。このような経時的な反
応は、脆い骨組織内の充血に特徴づけられる一過
性の局所的な骨減少を引き起こしうる。骨減少は
前駆病変のある皮質骨の骨折表面および関節骨折
の軟骨下骨に限局的に発症しやすい。骨減少を呈
した箇所はバイオメカニクス的に負荷がかかりや
すく、骨構造が弱体化しているため、調教やレース
中に通常程度の負荷がかかった場合でも疲労骨折
や完全骨折を生じやすくなる。
　二次反応は、微細損傷の集積や限局的な骨減少
症に関連した骨の弱体ヶ所を補強する反応であ
り、骨膜や骨内膜に骨を形成し、弱体ヶ所を支え
る。皮質骨の疲労骨折では骨膜仮骨や骨内膜仮骨
として観察される。軟骨下骨内では、硝子軟骨に覆
われた関節表面では仮骨形成は妨げられるが、大
多数は骨梁組織の圧縮および硬化を呈する。
　仮骨の性状は、慢性度や反応の経過に依存する。
慢性仮骨を伴う急性の完全骨折は、しばしば慢性
仮骨表面に新たに仮骨を形成し、疲労骨折の増悪
因子となる。
　負荷は両側肢にかかっており、骨折の前駆病変
が対側肢にしばしば認められるため、正常な対側
肢 (まれに両側に骨折を認めることがある) の精

査を常に行うべきである。開放骨折や複雑骨折で
は骨片を損失することもあり、対側肢の骨の精査
が有用である
　前駆病変に伴う病理学的所見の記録は、臨床現
場での診断技術に活かすためにも行うべきであ
る。調教師や獣医師によって前駆病変と既往歴が
関連付けられ、致死的骨折が発症する前に病変を
検出できる機会が高まる。

Radiographs
　骨折部位のX線検査は有用な補助検査である。
慢性的な骨膜仮骨は生時でも検出しやすい。X線
像では、皮質内の病変（不完全な疲労骨折）、骨内膜
仮骨、および軟骨下骨硬化を検出できる。これらは
両側に生じる病変であり、致命的骨折を呈した肢
の対側肢に認められる病変でもある。一方で、新生
仮骨は石灰化が不十分であり、X線検査では描出
しにくいため注意が必要となる。

Autopsy report
　剖検報告書は個々の競走馬に何が生じたのかを
説明し、これら報告書の集積は競走馬における疾
病のモニタリングに役立つ。報告書は馬主、調教
師、および獣医師に知識を提供する媒体となるべ
きであり、急性骨折の特徴に加え、骨折の原因と
なった因子が病理学者により記述されているべき
である。疲労骨折やストレス修復といった前駆病
変は致命的骨折の要因となりやすい。他にも致死
につながる筋骨格系の要因は競馬産業内に調査報
告されるべきである。このような情報提供が致命
的骨折や前駆病変の検出および管理に重要であ
り、予防につながる。

競走馬における致死的骨折および関連前駆病変の
命名法、分類法および記録法

Nomenclature, classification, and documentation of catastrophic
fractures and associated preexisting injuries in racehorses

Susan M. Stover
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2017, 29(4): 396-404
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【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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Introduction
　競走馬における致死的骨折の大部分は、調教や
レース中にかかる反復性の負荷による骨損傷の蓄
積により生じる。そのため、致死的骨折はその発生
部位や配置を予測し得る職業病である。また時に
致死的骨折は、骨が本来の強度を欠く「病的骨折」
ともいえる前駆病変を伴う状態で調教やレースを
繰り返し行ったがために生じることもある。
　カリフォルニア州の競走馬を対象とした2年間
の研究において、74％ の骨折に前駆病変である疲
労骨折あるいは軟骨下骨のストレス修復像との直
接的な関連性が、19％ の骨折にいくつかの痕跡が
見られた。前駆病変は骨構造を限局的に弱体化す
るため、通常負荷の調教やレースであっても完全
骨折が生じやすくする。
　骨折の関連所見、特に致死的骨折につながり得
る異常所見を競馬サークルの専門家に啓蒙するこ
とで、病理診断医は将来的に発生しうる骨折の治
療および予防において重要な役割を果たす。骨折
の位置関係や関連所見の正確で明確な記録は骨折
の疾病要因、治療および予防の理解を進める。
　徹底した観察、規格化された記述法、リスク因子
の前向き研究につながるデータ収集、および解剖

学的命名法を用いた骨折の解説は解剖所見および
報告書の有用性を高め、また、骨折発症における生
体力学的および病理学的な手がかりとなりうる、
骨折のパターンと前駆病変ヶ所の一致性の認識に
つながる。

Anatomic nomenclature
　病理所見の記述では、病変部の位置の誤解が生
じるのを避けるため、解剖学的命名法を用いる。解
剖学的命名法を用いることで、馬の体位に関わら
ず橈側手根骨の近位は同じ位置として認識され
る。骨折の発症部位の描写には身体の平面の意識
が役立つ。

Acute fracture classification
　骨折は、いくつかの要素で分類することが重要
である。なぜならば，それによって同様の骨折を呈
した馬の予後や治療法に関する判断、骨折を誘因
するバイオメカニクス因子の理解に関する情報を
得られ，さらには骨折の予防につながる可能性も
ある。まず、発症した骨、発症部位、また立体配置を
とらえるべきである。それらを明確に記述するた
めの主要要素は（表1）に示すとおりである。

　骨折の描写では、描写を読んだ者がなるべく多
くの情報を読み取れる記載を心がけるべきであ
り，重要度に順じた描写をすることで理解が容易
となる。すなわち、より大きな部位やより重要な要
素の描写から始め、その後に重要度の低い要素の
描写が続くとよい。また、それぞれの区分の描写
は、骨折の種類、位置ならびに特徴を示すべきであ
る。

Pathologic findings
　競走馬における骨折の大多数は、既存の疲労骨
折や軟骨下骨のストレス修復に付随して二次的に
生じる。完全骨折や急性の致死的骨折の素因とな

る異常所見を文書化し、知識を普及することは競
走馬の管理および致死的骨折の予防につながる。
ゆえに前駆病変は剖検報告書に明確に記述されね
ばならない。

Gross dissection technique for detection of 
preexisting lesions
　病理的な完全骨折に先行する前駆病変は完全骨
折に物理的に関連して認められるため、骨折部位
の表面および骨折部位に隣接する骨膜表面、骨内
膜組織を中心に観察する。この特徴を認識して調
査すれば、剖検のみで前駆病変の検出は可能であ
る。

Signs of preexisting lesions
　前駆病変の兆候は、骨組織の損傷に対する反応
性変化に関連している。競走馬では、調教やレース
中に生じる反復性の高負荷により骨組織に微細な
損傷が生じる。このような微細損傷によって骨の
修復反応が誘導される。すなわち、骨細胞死や健常
な骨細胞を損なう微細損傷は骨組織のリモデリン
グを誘導し、損傷後数日から数週間のうちに受傷
した骨組織の急速な吸収が生じる。骨吸収に続い
て、損傷部位の健常骨による置換が生じるが、この
過程には数ヶ月を要する。このような経時的な反
応は、脆い骨組織内の充血に特徴づけられる一過
性の局所的な骨減少を引き起こしうる。骨減少は
前駆病変のある皮質骨の骨折表面および関節骨折
の軟骨下骨に限局的に発症しやすい。骨減少を呈
した箇所はバイオメカニクス的に負荷がかかりや
すく、骨構造が弱体化しているため、調教やレース
中に通常程度の負荷がかかった場合でも疲労骨折
や完全骨折を生じやすくなる。
　二次反応は、微細損傷の集積や限局的な骨減少
症に関連した骨の弱体ヶ所を補強する反応であ
り、骨膜や骨内膜に骨を形成し、弱体ヶ所を支え
る。皮質骨の疲労骨折では骨膜仮骨や骨内膜仮骨
として観察される。軟骨下骨内では、硝子軟骨に覆
われた関節表面では仮骨形成は妨げられるが、大
多数は骨梁組織の圧縮および硬化を呈する。
　仮骨の性状は、慢性度や反応の経過に依存する。
慢性仮骨を伴う急性の完全骨折は、しばしば慢性
仮骨表面に新たに仮骨を形成し、疲労骨折の増悪
因子となる。
　負荷は両側肢にかかっており、骨折の前駆病変
が対側肢にしばしば認められるため、正常な対側
肢 (まれに両側に骨折を認めることがある) の精

査を常に行うべきである。開放骨折や複雑骨折で
は骨片を損失することもあり、対側肢の骨の精査
が有用である
　前駆病変に伴う病理学的所見の記録は、臨床現
場での診断技術に活かすためにも行うべきであ
る。調教師や獣医師によって前駆病変と既往歴が
関連付けられ、致死的骨折が発症する前に病変を
検出できる機会が高まる。

Radiographs
　骨折部位のX線検査は有用な補助検査である。
慢性的な骨膜仮骨は生時でも検出しやすい。X線
像では、皮質内の病変（不完全な疲労骨折）、骨内膜
仮骨、および軟骨下骨硬化を検出できる。これらは
両側に生じる病変であり、致命的骨折を呈した肢
の対側肢に認められる病変でもある。一方で、新生
仮骨は石灰化が不十分であり、X線検査では描出
しにくいため注意が必要となる。

Autopsy report
　剖検報告書は個々の競走馬に何が生じたのかを
説明し、これら報告書の集積は競走馬における疾
病のモニタリングに役立つ。報告書は馬主、調教
師、および獣医師に知識を提供する媒体となるべ
きであり、急性骨折の特徴に加え、骨折の原因と
なった因子が病理学者により記述されているべき
である。疲労骨折やストレス修復といった前駆病
変は致命的骨折の要因となりやすい。他にも致死
につながる筋骨格系の要因は競馬産業内に調査報
告されるべきである。このような情報提供が致命
的骨折や前駆病変の検出および管理に重要であ
り、予防につながる。

【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。

（表1）剖検報告書で調査、記述および分類すべき急性骨折の特徴および特徴の程度
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Introduction
　競走馬における致死的骨折の大部分は、調教や
レース中にかかる反復性の負荷による骨損傷の蓄
積により生じる。そのため、致死的骨折はその発生
部位や配置を予測し得る職業病である。また時に
致死的骨折は、骨が本来の強度を欠く「病的骨折」
ともいえる前駆病変を伴う状態で調教やレースを
繰り返し行ったがために生じることもある。
　カリフォルニア州の競走馬を対象とした2年間
の研究において、74％ の骨折に前駆病変である疲
労骨折あるいは軟骨下骨のストレス修復像との直
接的な関連性が、19％ の骨折にいくつかの痕跡が
見られた。前駆病変は骨構造を限局的に弱体化す
るため、通常負荷の調教やレースであっても完全
骨折が生じやすくする。
　骨折の関連所見、特に致死的骨折につながり得
る異常所見を競馬サークルの専門家に啓蒙するこ
とで、病理診断医は将来的に発生しうる骨折の治
療および予防において重要な役割を果たす。骨折
の位置関係や関連所見の正確で明確な記録は骨折
の疾病要因、治療および予防の理解を進める。
　徹底した観察、規格化された記述法、リスク因子
の前向き研究につながるデータ収集、および解剖

学的命名法を用いた骨折の解説は解剖所見および
報告書の有用性を高め、また、骨折発症における生
体力学的および病理学的な手がかりとなりうる、
骨折のパターンと前駆病変ヶ所の一致性の認識に
つながる。

Anatomic nomenclature
　病理所見の記述では、病変部の位置の誤解が生
じるのを避けるため、解剖学的命名法を用いる。解
剖学的命名法を用いることで、馬の体位に関わら
ず橈側手根骨の近位は同じ位置として認識され
る。骨折の発症部位の描写には身体の平面の意識
が役立つ。

Acute fracture classification
　骨折は、いくつかの要素で分類することが重要
である。なぜならば，それによって同様の骨折を呈
した馬の予後や治療法に関する判断、骨折を誘因
するバイオメカニクス因子の理解に関する情報を
得られ，さらには骨折の予防につながる可能性も
ある。まず、発症した骨、発症部位、また立体配置を
とらえるべきである。それらを明確に記述するた
めの主要要素は（表1）に示すとおりである。

　骨折の描写では、描写を読んだ者がなるべく多
くの情報を読み取れる記載を心がけるべきであ
り，重要度に順じた描写をすることで理解が容易
となる。すなわち、より大きな部位やより重要な要
素の描写から始め、その後に重要度の低い要素の
描写が続くとよい。また、それぞれの区分の描写
は、骨折の種類、位置ならびに特徴を示すべきであ
る。

Pathologic findings
　競走馬における骨折の大多数は、既存の疲労骨
折や軟骨下骨のストレス修復に付随して二次的に
生じる。完全骨折や急性の致死的骨折の素因とな

る異常所見を文書化し、知識を普及することは競
走馬の管理および致死的骨折の予防につながる。
ゆえに前駆病変は剖検報告書に明確に記述されね
ばならない。

Gross dissection technique for detection of 
preexisting lesions
　病理的な完全骨折に先行する前駆病変は完全骨
折に物理的に関連して認められるため、骨折部位
の表面および骨折部位に隣接する骨膜表面、骨内
膜組織を中心に観察する。この特徴を認識して調
査すれば、剖検のみで前駆病変の検出は可能であ
る。

Signs of preexisting lesions
　前駆病変の兆候は、骨組織の損傷に対する反応
性変化に関連している。競走馬では、調教やレース
中に生じる反復性の高負荷により骨組織に微細な
損傷が生じる。このような微細損傷によって骨の
修復反応が誘導される。すなわち、骨細胞死や健常
な骨細胞を損なう微細損傷は骨組織のリモデリン
グを誘導し、損傷後数日から数週間のうちに受傷
した骨組織の急速な吸収が生じる。骨吸収に続い
て、損傷部位の健常骨による置換が生じるが、この
過程には数ヶ月を要する。このような経時的な反
応は、脆い骨組織内の充血に特徴づけられる一過
性の局所的な骨減少を引き起こしうる。骨減少は
前駆病変のある皮質骨の骨折表面および関節骨折
の軟骨下骨に限局的に発症しやすい。骨減少を呈
した箇所はバイオメカニクス的に負荷がかかりや
すく、骨構造が弱体化しているため、調教やレース
中に通常程度の負荷がかかった場合でも疲労骨折
や完全骨折を生じやすくなる。
　二次反応は、微細損傷の集積や限局的な骨減少
症に関連した骨の弱体ヶ所を補強する反応であ
り、骨膜や骨内膜に骨を形成し、弱体ヶ所を支え
る。皮質骨の疲労骨折では骨膜仮骨や骨内膜仮骨
として観察される。軟骨下骨内では、硝子軟骨に覆
われた関節表面では仮骨形成は妨げられるが、大
多数は骨梁組織の圧縮および硬化を呈する。
　仮骨の性状は、慢性度や反応の経過に依存する。
慢性仮骨を伴う急性の完全骨折は、しばしば慢性
仮骨表面に新たに仮骨を形成し、疲労骨折の増悪
因子となる。
　負荷は両側肢にかかっており、骨折の前駆病変
が対側肢にしばしば認められるため、正常な対側
肢 (まれに両側に骨折を認めることがある) の精

査を常に行うべきである。開放骨折や複雑骨折で
は骨片を損失することもあり、対側肢の骨の精査
が有用である
　前駆病変に伴う病理学的所見の記録は、臨床現
場での診断技術に活かすためにも行うべきであ
る。調教師や獣医師によって前駆病変と既往歴が
関連付けられ、致死的骨折が発症する前に病変を
検出できる機会が高まる。

Radiographs
　骨折部位のX線検査は有用な補助検査である。
慢性的な骨膜仮骨は生時でも検出しやすい。X線
像では、皮質内の病変（不完全な疲労骨折）、骨内膜
仮骨、および軟骨下骨硬化を検出できる。これらは
両側に生じる病変であり、致命的骨折を呈した肢
の対側肢に認められる病変でもある。一方で、新生
仮骨は石灰化が不十分であり、X線検査では描出
しにくいため注意が必要となる。

Autopsy report
　剖検報告書は個々の競走馬に何が生じたのかを
説明し、これら報告書の集積は競走馬における疾
病のモニタリングに役立つ。報告書は馬主、調教
師、および獣医師に知識を提供する媒体となるべ
きであり、急性骨折の特徴に加え、骨折の原因と
なった因子が病理学者により記述されているべき
である。疲労骨折やストレス修復といった前駆病
変は致命的骨折の要因となりやすい。他にも致死
につながる筋骨格系の要因は競馬産業内に調査報
告されるべきである。このような情報提供が致命
的骨折や前駆病変の検出および管理に重要であ
り、予防につながる。

【背景と目的】
　メデトミジン（MED）は、α2受容体選択性の高
い（α2：α1＝1620:1）短時間作用型のα2アドレ
ナリン受容体作動薬であり、イソフルランの最小
揮発濃度を下げ、馬において早期に良好な覚醒を
もたらすことが知られている。
　デクスメデトミジン（DEX）はMEDの鏡像異性体
であり、MEDと比較して血漿中半減期が半分であ
り、心肺機能への影響時間が短いことから心拍数
の減少を引き起こさないことが報告されている。
また、イソフルラン麻酔下のウマにDEX CRI 1.75 
μg/kg/hrを実施した場合、イソフルラン単独と比
較して、心肺機能への影響が軽減され、良好な覚醒
が 得 ら れ た 報 告 も あ る 。B e t t s c h a r t -  
Wolfensbergerらは、MED7μg/kgはDEX 3.5
μg/kgと同等の鎮静効果が得られたことを報告し
ている。
　本研究の目的は、MEDあるいは半分量のDEXを
用いたバランス麻酔時における、鎮静、麻酔中の心
肺機能、覚醒クオリティへの影響を評価すること
である。

【材料と方法】
＜研究デザイン＞
　60頭のウマを、無作為にDEX投与群（DEX群）

（DEX群)とMED投与群（MED群）に30頭ごとに分
類した。麻酔は研究と無関係の同一の人物によっ
て覚醒まで行われた。麻酔導入直前に、DEX 3.5
μg/kg（DEX群）またはMED7 μg/kg（MED群）に
より鎮静された。5分後に、taylorによる鎮静スコ
アに基づき、鎮静状態が評価された。十分な鎮静が
得られなかった場合には、DEX 0.5 μg/kgあるい
はMED1 μg/kgを追加投与した。3分後に鎮静状
態を再評価し、鎮静が不十分であった場合には同
様の処置を行った。3度目の再評価で鎮静が不十
分であった場合、DEX 1 μg/kgあるいはMED2
μg/kgを追加投与した。麻酔導入までの時間、投与
総量を記録した。ジアゼパム 0.02 mg/kg とケタ
ミン2.2 mg/kgの混合投与により麻酔導入され
た。この時点をt0とし、5分ごとに麻酔深度とイソ
フルラン供給が評価された。手術中はDEX 1.75
μg/kg/hrあるいはMED3.5 μg/kg/hrが持続投与
され、平均血圧を70 mmHg以上に保つためにドブ
タミン1.25 μg/kg/minを投与した。5分ごとに心

拍数、MAP、FIO2、Pe’CO2、FeISOを記録した。
t30,t60,t90とt150に、pH、動静脈酸素二酸化炭素
分圧(PvCO2, PvO2,PaCO2, PaO2)、余剰塩基(Base 
excess, BE)と電解質(Naþ, Kþ, Ca2þ, Cl)と血液乳
酸値(Lac)を測定した。
　麻酔終了30分前にモルヒネ0.1 mg/kgを筋肉内
投与し、自発呼吸後にDEX 1 μg/kgとMED2
μg/kgを投与した。覚醒のタイミングが早すぎる
と判断した場合には、DEXとMEDを2倍量投与し
た。覚醒は自由起立とし、覚醒クオリティは5段階

（1：良好、5：不良）で評価した。

＜データ解析法＞
　データ分布はコルモゴロフ‒スミルノフ検定で
解析された。体重、年齢、麻酔時間、覚醒時間、覚醒
クオリティはt検定またはマンホイットニー検定、
グループ間の経時変化を比較するためには二元配
置分散分析(ANOVA)、鎮静に必要な投与量と麻酔
中に投与されたケタミンまたはチオペンタールの
投与量にはカイ二乗検定を、各々用いた。p≦0.05
で有意差ありと判断し、パラメトリックデータは
平均 ± 標準偏差で、非パラメトリックデータは中
央値（範囲）で示した。

【結果】
　両群間で、年齢、体重、BCS、性別および麻酔時間
に差は認められなかった。鎮静時は、DEX群で18
頭が1回以上の追加投与が必要であった。一方、
MED群では2頭が1回の追加投与を必要とした(p < 
0.001)。さらに、DEX群では7頭が3回の追加投与
後も十分な鎮静が得られなかったため、深い鎮静
が得られるまで1 μg/kg/minのDEXが持続投与さ
れた。麻酔導入可能な鎮静状態に必要な投与量は、
DEX群で4 μg/kg(4-9)、MED群で7 μg/kg(7-9)で
あった。鎮静開始から、麻酔導入までの時間は、
DEX群は15分(10-35)、MED群は11分(10-13)であ
り、DEX群の方が有意に長かった(p < 0.001)。
　両群間に平均FE’ISO濃度の差は認められなかっ
た。しかし、両群でFISOが経時的に増加し、t5と比
較し有意差が認められた。両群で経時的に心拍数
の増加とMAPの減少が認められ、 t15 (p = 0.009)
とt20 (p = 0.029) におけるMAPはMED群でDEX

群より有意に高かった。両群間でドブタミンの投
与量に有意差は認められず、BEやpH、電解質、Lac、
ヘモグロビン値に有意差は認められなかった。
　覚醒時間に両群間の有意差は認められなかっ
た。覚醒クオリティは、DEX群が 1 (1-4)、 MED群
が 2 (1-4) (p = 0.042)であり、DEX群の方が有意に
優れていた。DEX群4頭、MED群1頭で、それぞれ再
鎮静が行われた。

【考察】
　本研究より、MED投与量の50%量のDEXでは、
MEDと同等の鎮静効果は得られず、MEDよりも多
くの場合で追加投与を行う必要があり、全身麻酔
前の鎮静を得るための使用量として適切ではない
ことが示唆された。また、全身麻酔中の心肺機能は
両群でほぼ同等であり、臨床的に許容範囲内で
あった。全身麻酔からの覚醒は、DEXを投与された
馬の方がよく、覚醒時間に差異はなかった。
　DEXはMEDと比較し心血管系への影響が小さ
く、血漿中濃度が早期に減少することが報告され
ている。このことから、DEXで鎮静した際、鎮静状
態を評価する段階ですでに血漿中濃度が低下して
おり深い鎮静に至らなかったと考えられる。また、
MEDと比較しDEXの追加投与量がより多かったに
もかかわらず、t15とt20におけるMAPの値がDEX
において有意に低かったことは、DEXは早期に通
常の血漿濃度に回復し、心肺機能への影響が少な
かったと考えられた。さらに、血漿中半減期が短い
ことから、鎮静時間と筋弛緩の効果がMEDより短
く、より良い覚醒が得られたと考えられた。
　覚醒した馬にDEX CRIを行うと、DEXの血漿中
濃度と鎮静レベルが相関していることが報告され
ており、血漿中濃度の測定により両群での心肺機
能や覚醒クオリティに関する差異が説明できる可
能性があると考えられた。

【訳者所感】
　競走馬の麻酔では覚醒時の事故が多く、DEXは
スムーズな覚醒を得るためにはメリットがあると
考えられた。一方、複数回の追加投与が必要であっ
た馬がいたことから、気性の荒い競走馬への適応
にはさらなる検討が必要であると考えた。本研究

ではMEDの半分量のDEXでは鎮静が得られなかっ
たが、DEXの適切な投与量での臨床状態の比較が
必要であると考えた。また、DEXはMEDと比較し早
期の覚醒が得られたが、早すぎる覚醒の場合には

再鎮静が行われたため、臨床応用にはさらなる薬
物動態の解析や投与プロトコルの確立が必要であ
ると考えた。
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第25回日本バイオメカニクス学会大会

　平成30年9月4~6日に日本体育大学で開催され
た第25回日本バイオメカニクス学会大会に参加
したので、その概要を報告します。
　本学会はヒトの身体運動に関する科学的研究を
促進し、バイオメカニクスの発展のために設立さ
れた学会である。本大会は2年に1度開催されてい
る。スポーツ動作に関する演題が主な内容であり、
2020年の東京オリンピック、パラリンピックに向
けて、競技成績向上のために様々な分野からの発
表があった。シンポジウムでは、本年2月に行われ
た平昌オリンピックスピードスケート金メダリス
トの小平奈緒選手（相澤病院）と結城コーチ（信州
大学）の講演もあり、競技成績を上げるために、バ
イオメカニクス的にどのようなアプローチを行っ
たのかなどに関する講演もあった。
　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○スプリントの加速局面における重心の運動エネ
ルギー獲得メカニズムの検討

佐渡夏紀ら（東京大学大学院）
　スプリント加速局面における重心速度の獲得
は、支持期の関節パワー分析や、重心加速度を関節
トルクや各筋力の項に分解して検討されてきた。
しかし、自ら力発揮をしないボールが前回転しな
がら地面に落下すると前に加速するように、ヒト
のスプリントでも接地前に獲得した力学的エネル
ギーが重心速度の獲得に影響を持つ可能性があ
る。そこで本研究では、重心の運動エネルギー獲得
メカニズムを検討した。
　男子短距離競技者10名に10mの全力疾走を行
わせ、2歩目の地面反力とキネマティクスのデー
タを取得した。得られたデータから、支持期中に獲
得した重心の運動エネルギーを各セグメントの成
分に分解した。その結果、支持期大腿の回転に由来
する重心の運動エネルギーは、全セグメントで最

も大きく、関節トルクによって大腿に流入した力
学的エネルギー量より大きかった。したがって、接
地前に増大した大腿の回転エネルギーが重心の運
動エネルギーに変換されていること、接地前のス
イング速度はステップ頻度だけではなく接地中の
重心速度の獲得にも影響を持つことが示唆され
た。
　走速度の上昇には、近位関節の仕事が重要に
なってくることをセグメントのエネルギー量から
示した発表であった。ウマにおいては遅い速度で
の結果しかないが、走速度の獲得には股関節のパ
ワー発揮が重要であると示唆されているので、メ
カニズムは共通であると思われた。また、本発表か
ら、ストライド頻度が高い方が、加速に有利である
とも考えられるため、ストライド頻度を高められ
るウマは発走直後に有利な位置をとりやすくなる
と思われた。

○大殿筋の形態的特徴と走幅飛の跳躍距離との関
係　－大殿筋機能の部位特異性に着目して－

高橋克毅ら（同志社大学）
　走幅跳の動作における股関節伸展筋群の貢献が
示されているため、その主働筋である大殿筋の形
態的特徴は跳躍距離と関連すると予想される。一
方、大殿筋の機能は部位によって異なり、股関節伸
展に作用する筋線維の多くは下部を走行すること
が示されている。そこで本研究は、大殿筋の部位ご
との体積と走幅跳の跳躍距離との関連について検
討することを目的とした。
　男性走幅跳選手23名（自己ベスト6m80~7m60）
を対象とし、殿部のMRIを連続的に撮影した。両脚
における大殿筋全体の体積と、上部・下部に分けた
部分体積を算出し、体重で標準化した。その結果、
踏切脚側の大殿筋全体の体積と走幅跳自己ベスト
記録との間に有意な相関関係がみられた（r=0.41, 
P < 0.05）一方、非踏切脚側と跳躍距離との間に相

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

関関係はみられなかった。大殿筋上部の体積と走
幅跳自己ベスト記録との間に有意な相関関係は認
められず、大殿筋下部の体積と走幅跳自己ベスト
記録との間に有意な相関関係が認められた

（r=0.55, P < 0.05）。以上より、走幅跳選手にとっ
て大殿筋、特にその下部の大きさが重要であるこ
とが示唆された。
　1つの筋肉でも部位によって役割が異なること
はウマでも知られている。中殿筋では表面はtypeII
筋線維の割合が多い一方、深部ではtypeIの割合が
多いため、股関節伸展に大きく寄与するのは表面
であると考えられている。また、橈側手根伸筋でも
近位ではtypeIIの割合が多く、遠位ではtypeIの割
合が多い。このようなことから、筋肉の部位によっ
て筋活動パターンが異なることが予想されるた
め、筋電図を装着する場合は、装着部位の機能をよ
く検討する必要があると考えられた。

○大腿骨前捻角および下肢筋力と片脚スクワット
時の下肢関節運動の関係

神原雅典ら（昭和大学）
　大腿骨前捻角は、大腿骨顆部横軸と大腿骨頸部
軸が成す角である。この角度が大きいことは過度
な股関節内転内旋を引き起こし、下肢関節運動に
影響を及ぼすと言われている。そこで本研究は、大
腿骨前捻角の大小および下肢筋力が片脚スクワッ

ト時の下肢関節運動に与える影響を検討すること
を目的として行った。
　健常女子体育大学生8名（年齢20.3±0.7歳、身長
161.0±5.4cm、体重59.9±6.8kg）を対象とした。
大腿骨前捻角をCraig testにより算出し、前捻角が
大きい群をL群(n=4)、小さい群をS群(n=4)とした。
下肢筋力は、徒手筋力計Mobie(酒井医療)を用い
て、股関節伸展、外転、外旋、膝関節伸展、屈曲を計
測した。片脚スクワット時の下肢関節運動は三次
元動作解析装置VICON MX20を用いて計測した。
　L群において有意に股関節外転筋力が大きく、片
脚スクワット時の膝関節外転角度が有意に大き
かった。これらのことから、膝関節アラインメント
は大腿骨前捻角の影響を受け外転することが示唆
された。
　大腿骨前捻角が大きいことは、いわゆるＸ脚と
なっており、Ｘ脚のヒトは膝を屈曲させた場合に
膝が外反しやすいことを示唆する発表であった。
ヒトの場合、膝関節の過度の外反は前十字靭帯断
裂につながると考えられているので、大腿骨前捻
角が大きいヒトは前十字靭帯断裂のリスクが上が
る可能性があるとのことだった。ウマにおいて、ア
ラインメントと各関節にかかる負荷の関係につい
ては十分に検討されていないように感じるので、
今後検討していきたい。

（高橋佑治）
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　平成30年9月4~6日に日本体育大学で開催され
た第25回日本バイオメカニクス学会大会に参加
したので、その概要を報告します。
　本学会はヒトの身体運動に関する科学的研究を
促進し、バイオメカニクスの発展のために設立さ
れた学会である。本大会は2年に1度開催されてい
る。スポーツ動作に関する演題が主な内容であり、
2020年の東京オリンピック、パラリンピックに向
けて、競技成績向上のために様々な分野からの発
表があった。シンポジウムでは、本年2月に行われ
た平昌オリンピックスピードスケート金メダリス
トの小平奈緒選手（相澤病院）と結城コーチ（信州
大学）の講演もあり、競技成績を上げるために、バ
イオメカニクス的にどのようなアプローチを行っ
たのかなどに関する講演もあった。
　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○スプリントの加速局面における重心の運動エネ
ルギー獲得メカニズムの検討

佐渡夏紀ら（東京大学大学院）
　スプリント加速局面における重心速度の獲得
は、支持期の関節パワー分析や、重心加速度を関節
トルクや各筋力の項に分解して検討されてきた。
しかし、自ら力発揮をしないボールが前回転しな
がら地面に落下すると前に加速するように、ヒト
のスプリントでも接地前に獲得した力学的エネル
ギーが重心速度の獲得に影響を持つ可能性があ
る。そこで本研究では、重心の運動エネルギー獲得
メカニズムを検討した。
　男子短距離競技者10名に10mの全力疾走を行
わせ、2歩目の地面反力とキネマティクスのデー
タを取得した。得られたデータから、支持期中に獲
得した重心の運動エネルギーを各セグメントの成
分に分解した。その結果、支持期大腿の回転に由来
する重心の運動エネルギーは、全セグメントで最

も大きく、関節トルクによって大腿に流入した力
学的エネルギー量より大きかった。したがって、接
地前に増大した大腿の回転エネルギーが重心の運
動エネルギーに変換されていること、接地前のス
イング速度はステップ頻度だけではなく接地中の
重心速度の獲得にも影響を持つことが示唆され
た。
　走速度の上昇には、近位関節の仕事が重要に
なってくることをセグメントのエネルギー量から
示した発表であった。ウマにおいては遅い速度で
の結果しかないが、走速度の獲得には股関節のパ
ワー発揮が重要であると示唆されているので、メ
カニズムは共通であると思われた。また、本発表か
ら、ストライド頻度が高い方が、加速に有利である
とも考えられるため、ストライド頻度を高められ
るウマは発走直後に有利な位置をとりやすくなる
と思われた。

○大殿筋の形態的特徴と走幅飛の跳躍距離との関
係　－大殿筋機能の部位特異性に着目して－

高橋克毅ら（同志社大学）
　走幅跳の動作における股関節伸展筋群の貢献が
示されているため、その主働筋である大殿筋の形
態的特徴は跳躍距離と関連すると予想される。一
方、大殿筋の機能は部位によって異なり、股関節伸
展に作用する筋線維の多くは下部を走行すること
が示されている。そこで本研究は、大殿筋の部位ご
との体積と走幅跳の跳躍距離との関連について検
討することを目的とした。
　男性走幅跳選手23名（自己ベスト6m80~7m60）
を対象とし、殿部のMRIを連続的に撮影した。両脚
における大殿筋全体の体積と、上部・下部に分けた
部分体積を算出し、体重で標準化した。その結果、
踏切脚側の大殿筋全体の体積と走幅跳自己ベスト
記録との間に有意な相関関係がみられた（r=0.41, 
P < 0.05）一方、非踏切脚側と跳躍距離との間に相

第73回日本体力医学会大会

　第73回日本体力医学会大会は平成30年9月7日
～9月9日に福井市のアオッサ・パリオン会場にお
いて開催された。
　大会長講演、特別講演2演題、教育講演2演題、シ
ンポジウム12演題、ワークショップ1演題、ラン
チョンセミナー4演題、一般発表746演題（口頭発
表324演題、ポスター発表422演題）の発表があ
り、加えて呼吸研究会や運動と体温の研究会など
の６つの関連研究会が同時に開催された。一般演
題のセッションは呼吸・循環、トレーニング、代謝・
体液・内分泌、バイオメカニクス、加齢・性差、運動

器、スポーツと疾患、スポーツと心理学、薬物・ドー
ピング、栄養・消化、神経・感覚、運動器、遺伝子な
ど、多岐にわたった。
　以下に、興味深い演題について紹介する。

○ミオスタチン遺伝子多型が競走馬骨格筋の代謝
特性におよぼす影響

江口諒太ら（山口大学）
　ミオスタチンは、筋成長を抑制するトランス
フォーミング増殖因子β-1ファミリーのひとつで
ある。サラブレッドにおいて、ミオスタチン遺伝子

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

を含む染色体ECA18上の領域に一塩基多型（ＴＴ
型、ＣＴ型、ＣＣ型）があり、体格・レース成績と関
連することが報告されている。そこで、サラブレッ
ド51頭（17～25ヶ月齢：各遺伝子型それぞれ雄9
頭、雌8頭）を対象とし、5ヶ月間の一般的な育成馬
に対するトレーニング期間の前後に、中殿筋から
微量な筋サンプルを採取し、組織学的解析とリア
ルタイムRT-PCR分析を行った。さらに、別の25頭
の中殿筋サンプルを用いて、生化学的にコハク酸
脱水素酵素活性を定量した。結果、トレーニング前
後のすべての遺伝子多型群においてミオスタチン
メッセンジャーRNAの発現減少が確認されたが、
CC型群のみが有意な減少であった。PGC1αなど
の酸化代謝関連遺伝子においてはトレーニング後
の発現増加が認められ、雄のTT型において有意差
が認められた。コハク酸脱水素酵素活性はトレー
ニング前のCC型が最も低値を示したが、トレーニ
ングによりCC型およびCT型は有意な増加を示し
た。メッセンジャーRNAの発現および酵素活性に
おいて雌は同様の傾向は認められたが、雄ほど多
型の影響は明確でなかった。これらの結果は、CC
型の短距離適性、TT型の長距離適性を説明するひ
とつの結果と考えられるが雌雄差の原因について
はさらに例数を増やして検討中である。
　酸化代謝関連遺伝子が育成トレーニング前後に
おいて増加しており、初期トレーニングによりの
筋肉の特徴が変化していることが覗える。ミオス
タチン多型間の違いについてはトレーニングの効
果ほどは大きくないが雄の方が遺伝子型を反映し
ている印象がある。雌雄差、個々のトレーナビリ
ティーの違いの解明に興味が持たれる。

○パラチノース摂取と運動の併用が糖・脂質およ
びエネルギー代謝に与える影響

小沼直子ら（昭和女子大学）
　血糖値の急激な上昇とインスリンの過剰分泌を

抑制するパラチノース（一般名：イソマルチュロー
ス）と総エネルギー消費を亢進させる運動の相乗
効果について、健常者を対象にした研究は少ない。
そこで、一過性のパラチノース摂取と運動の併用
によって糖質酸化を抑制し、脂質およびエネル
ギー代謝が亢進するか否かを検討した。方法は、健
康な若年男女8名を対象とした。パラチノース投
与の対照群としてスクロース投与、コントロール
群として水投与の3群のいずれかに無作為に分
け、クロスオーバー試験法により行った。いずれか
の溶液を飲用後60分間の椅子座位安静後、30分間
の中強度運動を実施し、その後60分間の椅子座位
安静をもって実験終了とした。実験中に心拍数・血
圧・酸素摂取量・二酸化炭素排出量を測定した。酸
素摂取量および二酸化炭素排出量の値からエネル
ギー消費量、脂質酸化量および、糖質酸化量を算出
した。結果、スクロース群およびコントロール群と
比較してパラチノース群において運動時のエネル
ギー消費量が高値の傾向を示した。スクロース群
と比較してパラチノース群の糖質酸化量が抑制さ
れ脂質酸化量の割合が高い結果となった。これら
のことから、健康な若年男女においてパラチノー
ス摂取と運動の併用が、脂質、エネルギー代謝を亢
進させることが明らかとなった。
　パラチノースは他の糖と比較して血糖値の上昇
が穏やかでインスリン分泌が抑制傾向にあること
が知られている。本研究では運動時においても、同
様のことが起こっており、糖質酸化量が減少して
いるものと考えられる。運動パフォーマンス向上
には、インスリンが上昇していないときに運動す
ることが重要であると考えられているが、パラチ
ノースはインスリンの上昇が穏やかであることか
ら、馬においても、今後、運動前の食餌の材料とし
て普及する可能性があると思われた。

（大村　一）

関関係はみられなかった。大殿筋上部の体積と走
幅跳自己ベスト記録との間に有意な相関関係は認
められず、大殿筋下部の体積と走幅跳自己ベスト
記録との間に有意な相関関係が認められた

（r=0.55, P < 0.05）。以上より、走幅跳選手にとっ
て大殿筋、特にその下部の大きさが重要であるこ
とが示唆された。
　1つの筋肉でも部位によって役割が異なること
はウマでも知られている。中殿筋では表面はtypeII
筋線維の割合が多い一方、深部ではtypeIの割合が
多いため、股関節伸展に大きく寄与するのは表面
であると考えられている。また、橈側手根伸筋でも
近位ではtypeIIの割合が多く、遠位ではtypeIの割
合が多い。このようなことから、筋肉の部位によっ
て筋活動パターンが異なることが予想されるた
め、筋電図を装着する場合は、装着部位の機能をよ
く検討する必要があると考えられた。

○大腿骨前捻角および下肢筋力と片脚スクワット
時の下肢関節運動の関係

神原雅典ら（昭和大学）
　大腿骨前捻角は、大腿骨顆部横軸と大腿骨頸部
軸が成す角である。この角度が大きいことは過度
な股関節内転内旋を引き起こし、下肢関節運動に
影響を及ぼすと言われている。そこで本研究は、大
腿骨前捻角の大小および下肢筋力が片脚スクワッ

ト時の下肢関節運動に与える影響を検討すること
を目的として行った。
　健常女子体育大学生8名（年齢20.3±0.7歳、身長
161.0±5.4cm、体重59.9±6.8kg）を対象とした。
大腿骨前捻角をCraig testにより算出し、前捻角が
大きい群をL群(n=4)、小さい群をS群(n=4)とした。
下肢筋力は、徒手筋力計Mobie(酒井医療)を用い
て、股関節伸展、外転、外旋、膝関節伸展、屈曲を計
測した。片脚スクワット時の下肢関節運動は三次
元動作解析装置VICON MX20を用いて計測した。
　L群において有意に股関節外転筋力が大きく、片
脚スクワット時の膝関節外転角度が有意に大き
かった。これらのことから、膝関節アラインメント
は大腿骨前捻角の影響を受け外転することが示唆
された。
　大腿骨前捻角が大きいことは、いわゆるＸ脚と
なっており、Ｘ脚のヒトは膝を屈曲させた場合に
膝が外反しやすいことを示唆する発表であった。
ヒトの場合、膝関節の過度の外反は前十字靭帯断
裂につながると考えられているので、大腿骨前捻
角が大きいヒトは前十字靭帯断裂のリスクが上が
る可能性があるとのことだった。ウマにおいて、ア
ラインメントと各関節にかかる負荷の関係につい
ては十分に検討されていないように感じるので、
今後検討していきたい。

（高橋佑治）
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　第73回日本体力医学会大会は平成30年9月7日
～9月9日に福井市のアオッサ・パリオン会場にお
いて開催された。
　大会長講演、特別講演2演題、教育講演2演題、シ
ンポジウム12演題、ワークショップ1演題、ラン
チョンセミナー4演題、一般発表746演題（口頭発
表324演題、ポスター発表422演題）の発表があ
り、加えて呼吸研究会や運動と体温の研究会など
の６つの関連研究会が同時に開催された。一般演
題のセッションは呼吸・循環、トレーニング、代謝・
体液・内分泌、バイオメカニクス、加齢・性差、運動

器、スポーツと疾患、スポーツと心理学、薬物・ドー
ピング、栄養・消化、神経・感覚、運動器、遺伝子な
ど、多岐にわたった。
　以下に、興味深い演題について紹介する。

○ミオスタチン遺伝子多型が競走馬骨格筋の代謝
特性におよぼす影響

江口諒太ら（山口大学）
　ミオスタチンは、筋成長を抑制するトランス
フォーミング増殖因子β-1ファミリーのひとつで
ある。サラブレッドにおいて、ミオスタチン遺伝子

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

を含む染色体ECA18上の領域に一塩基多型（ＴＴ
型、ＣＴ型、ＣＣ型）があり、体格・レース成績と関
連することが報告されている。そこで、サラブレッ
ド51頭（17～25ヶ月齢：各遺伝子型それぞれ雄9
頭、雌8頭）を対象とし、5ヶ月間の一般的な育成馬
に対するトレーニング期間の前後に、中殿筋から
微量な筋サンプルを採取し、組織学的解析とリア
ルタイムRT-PCR分析を行った。さらに、別の25頭
の中殿筋サンプルを用いて、生化学的にコハク酸
脱水素酵素活性を定量した。結果、トレーニング前
後のすべての遺伝子多型群においてミオスタチン
メッセンジャーRNAの発現減少が確認されたが、
CC型群のみが有意な減少であった。PGC1αなど
の酸化代謝関連遺伝子においてはトレーニング後
の発現増加が認められ、雄のTT型において有意差
が認められた。コハク酸脱水素酵素活性はトレー
ニング前のCC型が最も低値を示したが、トレーニ
ングによりCC型およびCT型は有意な増加を示し
た。メッセンジャーRNAの発現および酵素活性に
おいて雌は同様の傾向は認められたが、雄ほど多
型の影響は明確でなかった。これらの結果は、CC
型の短距離適性、TT型の長距離適性を説明するひ
とつの結果と考えられるが雌雄差の原因について
はさらに例数を増やして検討中である。
　酸化代謝関連遺伝子が育成トレーニング前後に
おいて増加しており、初期トレーニングによりの
筋肉の特徴が変化していることが覗える。ミオス
タチン多型間の違いについてはトレーニングの効
果ほどは大きくないが雄の方が遺伝子型を反映し
ている印象がある。雌雄差、個々のトレーナビリ
ティーの違いの解明に興味が持たれる。

○パラチノース摂取と運動の併用が糖・脂質およ
びエネルギー代謝に与える影響

小沼直子ら（昭和女子大学）
　血糖値の急激な上昇とインスリンの過剰分泌を

抑制するパラチノース（一般名：イソマルチュロー
ス）と総エネルギー消費を亢進させる運動の相乗
効果について、健常者を対象にした研究は少ない。
そこで、一過性のパラチノース摂取と運動の併用
によって糖質酸化を抑制し、脂質およびエネル
ギー代謝が亢進するか否かを検討した。方法は、健
康な若年男女8名を対象とした。パラチノース投
与の対照群としてスクロース投与、コントロール
群として水投与の3群のいずれかに無作為に分
け、クロスオーバー試験法により行った。いずれか
の溶液を飲用後60分間の椅子座位安静後、30分間
の中強度運動を実施し、その後60分間の椅子座位
安静をもって実験終了とした。実験中に心拍数・血
圧・酸素摂取量・二酸化炭素排出量を測定した。酸
素摂取量および二酸化炭素排出量の値からエネル
ギー消費量、脂質酸化量および、糖質酸化量を算出
した。結果、スクロース群およびコントロール群と
比較してパラチノース群において運動時のエネル
ギー消費量が高値の傾向を示した。スクロース群
と比較してパラチノース群の糖質酸化量が抑制さ
れ脂質酸化量の割合が高い結果となった。これら
のことから、健康な若年男女においてパラチノー
ス摂取と運動の併用が、脂質、エネルギー代謝を亢
進させることが明らかとなった。
　パラチノースは他の糖と比較して血糖値の上昇
が穏やかでインスリン分泌が抑制傾向にあること
が知られている。本研究では運動時においても、同
様のことが起こっており、糖質酸化量が減少して
いるものと考えられる。運動パフォーマンス向上
には、インスリンが上昇していないときに運動す
ることが重要であると考えられているが、パラチ
ノースはインスリンの上昇が穏やかであることか
ら、馬においても、今後、運動前の食餌の材料とし
て普及する可能性があると思われた。

（大村　一）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

第217回つくば病理談話会および
第111回JPCスライドセミナー

　農研機構動物衛生研究部門で開催された第217
回つくば病理談話会ならびに第111回JPCスライ
ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
豚の腎臓（提出機関　埼玉県中央家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　繁殖豚47頭、肥育豚230頭を飼養する農場にお
いて、2017年10月13日～17日の間に、同腹の子豚
が計3頭急死したため病性鑑定が行われた。提出
症例は、17日に斃死した個体である。

【病原検査】
　細菌学的検査では、肝臓、脾臓、腎臓、心臓、肺、
脳 、心 嚢 水 、腹 水 、腸 間 膜 リ ン パ 節 か ら  
Streptococcus suis (血清型 2 型)が分離された。ウ
イルス学的検査では、ペスチウイルス特異遺伝子
は検出されなかった。

【肉眼および組織所見】
　外貌検査では、左体側が暗赤色を呈していた。剖
検では、腎臓の表面及び割面に粟粒大～小豆大黒
色点の散在がみられた。肝臓は暗赤色、肺は暗赤色
で水腫様、心臓は黄褐色透明の心嚢水が貯留して
いた。腹腔には黄褐色透明の腹水が貯留し、腸間膜
リンパ節、下顎リンパ節、鼠径リンパ節は暗赤色で
あった。腎臓では、大部分の糸球体でボウマン嚢腔
内の出血及び線維素の析出が顕著にみられ、一部
でグラム陽性の球菌塊が認められた。また、中小動
脈の血管壁のフィブリノイド変性、壊死、炎症細胞
の浸潤、尿細管上皮細胞の変性および壊死、間質に
顕著な出血が認められた。脾臓では、リンパ濾胞周
囲に線維素が析出し、一部でリンパ球の脱落、核崩
壊が認められた。大脳、小脳、延髄、脊髄では、髄膜
に重度の好中球浸潤、線維素析出、一部で出血がみ
られた。肝臓では、肝細胞の空胞変性、小葉間結合
組織の水腫性拡張、肺では、水腫、肺胞腔内の炎症

細胞浸潤が認められた。

【診断名】
　組織診断: 豚の腎臓の S. suis 2 型による糸球体
の硝子血栓および菌塞栓、小葉間動脈の壊死性血
管炎を伴う間質性多発性出血
にみられた出血性梗塞
疾病診断: 豚レンサ球菌症

　本症例では、腎臓における病変が出血性梗塞で
あるのか否かが論点となった。梗塞は、終末動脈の
閉鎖あるいは静脈への還流障害によって生じる組
織の虚血性壊死である。発生機序あるいは病理学
的特徴により、出血性梗塞と貧血性梗塞に分類さ
れる。出血性梗塞は、梗塞巣に出血を伴う。そのた
め、肉眼的には赤色から暗赤色を呈し、一般的には
静脈の閉塞や動脈の二重支配を受けている臓器

（肺や肝臓）に発生しやすい。あるいは、動脈壁の損
傷によって出血が生じることもある。本例では、弓
状動脈や輸入細動脈に出血を伴う変性・壊死が認
められた。しかし、それら血管の支配する腎実質に
は壊死は認められなかった。豚のレンサ球菌症で
は、しばしば血管炎や壊死などが観察される。しか
し、血管を細菌が直接障害しているのか、あるいは
免疫複合体の沈着などを介して間接的に障害して
いるのかは不明であり、発症機序のさらなる解析
が待たれる。
　
カラスの脾臓（提出機関　茨城県県北家畜保健衛
生所）

【発生状況および臨床所見】
　2017年12月19~28日に、県内同一市内3か所で 
計147羽のカラスの斃死体が発見された。そのう
ち、16羽について病性鑑定を実施した。提出症例
は、そのうちの1羽である。

【病原検査】
　気管および総排泄孔スワブを用いて、A型イン

フルエンザウイルスの簡易検査を実施したが、全
て陰性であった。さらに、気管およびクロアカスワ
ブについて、発育鶏卵接種法を実施したが赤血球
凝集能を有するウイルスは分離されなかった。細
菌検査で、腸管から Clostridium perfringens A 型が
分離され、その菌量は空腸で108 CPU/g 以上、回腸
で104 CPU/ g 未満であった。また、脾臓及び回腸
において増菌培養後、サルモネラ分離培養を実施
したが、サルモネラ菌は分離されなかった。胃内容
について、有機リン系農薬検出簡易検査を実施し
たが陰性であった。

【肉眼および組織所見】
　外貌検査では、外傷などの異常はみられなかっ
た。提出症例では、脾臓は著しく腫大していた。回
腸ならびに盲腸粘膜は暗赤色を呈し、血様の肉様
便を容れて膨満していた。その他の死亡個体も含
めて、脾臓腫大 (15/16 羽)、回腸あるいは盲腸の
出血 (13/16 羽)ならびに肝臓の白点 (6/16 羽) が
みられた。脾臓では、巣状壊死ないし塊状壊死が多
数認められた。壊死部では出血、線維素析出、マク
ロファージの増殖が認められた。盲腸扁桃では、リ
ンパ球は消失して濾胞は壊死しており、その内部
には退廃物や偽好酸球が認められた。回腸および
盲腸は粘膜上皮から固有層にかけて広範囲に壊死
し、固有層には出血や偽好酸球の浸潤が認められ
た。管腔内には、多数のグラム陽性桿菌とともに、
赤血球、退廃物及び線維素からなる偽膜形成が認
められた。抗Clostridium spp. ウサギポリクローナ
ル抗体 (Aviva Systems Biology社) を用いた免疫組
織化学的検査では、回腸および盲腸でみられたグ
ラム陽性桿菌のコロニーと一致して陽性反応が認
められたが、脾臓では陽性反応は認められなかっ
た。

【診断名】
組織診断：C. perfringensが分離されたカラスの脾
臓における多発性巣状壊死性脾炎、グラム陽性大
桿菌を伴う出血性壊死性全層性盲腸炎
疾病診断：カラスの C. perfringens 感染症を疑う

　C. perfringens は、グラム陽性嫌気性桿菌であ
り、一般的に人や動物の大腸や土壌中に広く常在
している。C. perfringens は、産生する毒素 (CPA, 
CPB, ETX ならびに ITX) の種類によって A~E の5
タイプに分類される。
　鳥類の C. perfringens 感染症は、ニワトリや野生
のカラスで報告されている。我が国では、2002年
に複数のカラスが同感染症で死亡したことが報告
されており、腸管粘膜の壊死および出血を伴う重
度の壊死性腸炎と診断されている (Asaoka et al., 
Avian Pathology, 2004)。
　子馬における同感染症からは、A、BあるいはC型
が分離されている。特にC型菌は、子馬の下痢の原
因病原体として広く知られている。本演題は、 
C .perfringens 感染症の理解に非常に有益なもの
であった。

　つくば病理談話会に続いて，JPC スライドセミ
ナーが行われた。以下にその症例の概要を列記す
る。

（越智章仁）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

　農研機構動物衛生研究部門で開催された第217
回つくば病理談話会ならびに第111回JPCスライ
ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
豚の腎臓（提出機関　埼玉県中央家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　繁殖豚47頭、肥育豚230頭を飼養する農場にお
いて、2017年10月13日～17日の間に、同腹の子豚
が計3頭急死したため病性鑑定が行われた。提出
症例は、17日に斃死した個体である。

【病原検査】
　細菌学的検査では、肝臓、脾臓、腎臓、心臓、肺、
脳 、心 嚢 水 、腹 水 、腸 間 膜 リ ン パ 節 か ら  
Streptococcus suis (血清型 2 型)が分離された。ウ
イルス学的検査では、ペスチウイルス特異遺伝子
は検出されなかった。

【肉眼および組織所見】
　外貌検査では、左体側が暗赤色を呈していた。剖
検では、腎臓の表面及び割面に粟粒大～小豆大黒
色点の散在がみられた。肝臓は暗赤色、肺は暗赤色
で水腫様、心臓は黄褐色透明の心嚢水が貯留して
いた。腹腔には黄褐色透明の腹水が貯留し、腸間膜
リンパ節、下顎リンパ節、鼠径リンパ節は暗赤色で
あった。腎臓では、大部分の糸球体でボウマン嚢腔
内の出血及び線維素の析出が顕著にみられ、一部
でグラム陽性の球菌塊が認められた。また、中小動
脈の血管壁のフィブリノイド変性、壊死、炎症細胞
の浸潤、尿細管上皮細胞の変性および壊死、間質に
顕著な出血が認められた。脾臓では、リンパ濾胞周
囲に線維素が析出し、一部でリンパ球の脱落、核崩
壊が認められた。大脳、小脳、延髄、脊髄では、髄膜
に重度の好中球浸潤、線維素析出、一部で出血がみ
られた。肝臓では、肝細胞の空胞変性、小葉間結合
組織の水腫性拡張、肺では、水腫、肺胞腔内の炎症

細胞浸潤が認められた。

【診断名】
　組織診断: 豚の腎臓の S. suis 2 型による糸球体
の硝子血栓および菌塞栓、小葉間動脈の壊死性血
管炎を伴う間質性多発性出血
にみられた出血性梗塞
疾病診断: 豚レンサ球菌症

　本症例では、腎臓における病変が出血性梗塞で
あるのか否かが論点となった。梗塞は、終末動脈の
閉鎖あるいは静脈への還流障害によって生じる組
織の虚血性壊死である。発生機序あるいは病理学
的特徴により、出血性梗塞と貧血性梗塞に分類さ
れる。出血性梗塞は、梗塞巣に出血を伴う。そのた
め、肉眼的には赤色から暗赤色を呈し、一般的には
静脈の閉塞や動脈の二重支配を受けている臓器

（肺や肝臓）に発生しやすい。あるいは、動脈壁の損
傷によって出血が生じることもある。本例では、弓
状動脈や輸入細動脈に出血を伴う変性・壊死が認
められた。しかし、それら血管の支配する腎実質に
は壊死は認められなかった。豚のレンサ球菌症で
は、しばしば血管炎や壊死などが観察される。しか
し、血管を細菌が直接障害しているのか、あるいは
免疫複合体の沈着などを介して間接的に障害して
いるのかは不明であり、発症機序のさらなる解析
が待たれる。
　
カラスの脾臓（提出機関　茨城県県北家畜保健衛
生所）

【発生状況および臨床所見】
　2017年12月19~28日に、県内同一市内3か所で 
計147羽のカラスの斃死体が発見された。そのう
ち、16羽について病性鑑定を実施した。提出症例
は、そのうちの1羽である。

【病原検査】
　気管および総排泄孔スワブを用いて、A型イン

第218回つくば病理談話会および
第112回JPCスライドセミナー

　農研機構動物衛生研究部門で開催された第218
回つくば病理談話会ならびに第112回JPCスライ

ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
牛の胃 （提出機関　東京都家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　提出症例は、ウシ、ホルスタイン種の雌、3歳で、
搾乳牛25頭、肉用繁殖牛10頭を飼養する農場で飼
育されていた。症例は、2017年11月上旬に右眼球
の突出が見られ、同年11月14日に直腸検査によっ
てピンポン玉大の腫瘤が多数触知された。11月21
日に起立困難となり、11月27日に病理解剖に処さ
れた。

【病原検査】
　解剖時、ELISA検査において抗牛白血病ウイルス

（BLV）抗体陽性、血液ならびに諸臓器からBLV遺
伝子が検出された。

【肉眼および組織所見】
　右浅頸ならびに右腋窩リンパ節は拳大、右乳房
リンパ節は小児頭大に腫大し、割面は白ないしは
暗赤色髄様を呈していた。右眼球後極に乳白色の
脆弱な腫瘤が認められたものの、視神経への浸潤
は認められなかった。心耳、横隔膜ならびに 第一
胃の漿膜下には最大径 2 cm 大の腫瘤、子宮、直
腸、腸間膜ならびに骨盤腔内にも直径 1 cmから拳
大の腫瘤が複数認められた。肝臓表面に褪色部が
あり、実質内にも及んでいた。脾腫はなかった。第
一胃内の食道溝部に表面平滑、乳白色で小児頭大
の多房性腫瘤が認められた。
　組織学的には、腫瘤は有茎性で、粘膜下織から腔
内に乳頭状に突出していた。腫瘤基部付近では角
化亢進および有棘細胞の過形成、水腫性変性が認
められ、不規則な乳頭間隆起の形成が認められた。
腫瘤内部では、増殖する細胞は束状、花筵状に配列
し、紡錘形の淡明な核を有していた。これら細胞は
大小不同で、核の異型性も軽度に認められた。アザ
ン染色により腫瘤内部には豊富な膠原線維が認め
られた。鍍銀染色では好銀性の細網線維が少量認
められた。腫瘤の上皮が陥入した腔内には、胃内容
物が貯留していた。

【診断】
組織診断: 線維性乳頭腫

疾病診断: 第一胃内に線維性乳頭腫が見られた牛
白血病
　牛の線維性乳頭腫の多くは、牛パピローマウイ
ルス (BPV) によって引き起こされる。本症例では、
ウイルスの感染を示唆する組織学的所見は認めら
れなかった。また、ウイルス学的検査においてもパ
ピローマウイルスの感染は認められなかったこと
から、ウイルスの関与は否定された。馬では、若齢
馬の口唇周囲にパピローマがしばしば発生し、そ
の原因としてBPVあるいは馬パピローマウイルス
感染が挙げられる。また、馬のサルコイドあるいは
上皮系腫瘍の形成に、BPVが関与することが指摘
されていることから、本演題は大変有意義なもの
であった。

(越智章仁)

第112回JPCスライドセミナー
　JPCスライドセミナーは米国Joint Pathology 
C en t e rが主催するJPC  Wedne sd a y  S l i d e  
Conferenceで配布された組織標本を用いて行われ
る獣医病理スライドセミナーで、メンバーである
動衛研へは米国から毎週水曜日に１症例１枚の組
織標本が概ね４症例送付されてくる。今回は、
2017-2018 JPC Wednesday Slide Conference 
11-15 より９症例が選ばれ、動衛研に長期研修生
として全国の家畜保健衛生所から派遣されている
病理担当者により、組織所見やJPCで決定された
診断名に関する解説がパワーポイントを用いて行わ
れた。なお参加者は当日10時より研究本館４階の
討議室で各症例の組織標本を顕微鏡観察できる。

　以下に馬の提出例について概要を記載する。

2017-12-1　馬の馬尾（リバプール大学）
　症例は８歳の雌、アイリッシュスポーツホース
で、初診時に糞塊の通過障害および尾、肛門、膣に
おける進行性の緊張力減退がみられた。その後、後
肢付け根および尾根の筋肉の両側性萎縮、右後肢
の片側性不全麻痺が見られるようになり、最終的
には不全対麻痺に陥った。ステロイド系ないし非
ステロイド系抗炎症薬の投与と神経系に対する治
療が行われた。肉眼的には腰仙部脊髄および馬尾
に灰～白色の不定形物質が豊富に付着し、著しく
肥厚していた。提出機関の組織診断名は「馬、腰仙
椎神経節（馬尾、終糸）：多発巣状、重度、慢性、肉芽
腫性、多発巣状の神経壊死を伴う多発性根神経炎、
ワーラー変性および神経上膜の線維症」であった
が、JPCは「脊髄、馬尾：多発性根神経炎、肉芽腫性、
慢性、び慢性、重度、著しい神経上膜の線維症およ

び広汎な軸索変性を伴う、アイリッシュスポーツ
ホース、ウマ」と組織診断した。神経壊死とワー
ラー変性の解釈については異なっていたものの、
それ以外は概ね同じであった。本症例はこれまで

「馬尾神経炎」と言われていたものであるが、仙髄
神経だけでなく脳神経なども関連していることが
近年示されてきたことから、「馬多発性神経炎
Polyneuritis equi (PNE)」と呼ばれるようになっ
た。PNEは馬に散発性に起こる緩徐進行性の末梢
神経障害で、肉眼的ないし組織所見は人のギラン・
バレー症候群に類似している。類症鑑別としては、
外傷、発育障害、腫瘍、中毒、馬原虫性脊髄脳炎、ハ
リセファロブス感染症、さらにウイルス感染症で
ある流行性脳炎や馬ヘルペスウイルス感染症など
が重要である。本症の発生は多くはないが、神経症
状を呈している馬の病性鑑定では、PNEも考慮す
る必要があることが再認識された。

（片山芳也）

フルエンザウイルスの簡易検査を実施したが、全
て陰性であった。さらに、気管およびクロアカスワ
ブについて、発育鶏卵接種法を実施したが赤血球
凝集能を有するウイルスは分離されなかった。細
菌検査で、腸管から Clostridium perfringens A 型が
分離され、その菌量は空腸で108 CPU/g 以上、回腸
で104 CPU/ g 未満であった。また、脾臓及び回腸
において増菌培養後、サルモネラ分離培養を実施
したが、サルモネラ菌は分離されなかった。胃内容
について、有機リン系農薬検出簡易検査を実施し
たが陰性であった。

【肉眼および組織所見】
　外貌検査では、外傷などの異常はみられなかっ
た。提出症例では、脾臓は著しく腫大していた。回
腸ならびに盲腸粘膜は暗赤色を呈し、血様の肉様
便を容れて膨満していた。その他の死亡個体も含
めて、脾臓腫大 (15/16 羽)、回腸あるいは盲腸の
出血 (13/16 羽)ならびに肝臓の白点 (6/16 羽) が
みられた。脾臓では、巣状壊死ないし塊状壊死が多
数認められた。壊死部では出血、線維素析出、マク
ロファージの増殖が認められた。盲腸扁桃では、リ
ンパ球は消失して濾胞は壊死しており、その内部
には退廃物や偽好酸球が認められた。回腸および
盲腸は粘膜上皮から固有層にかけて広範囲に壊死
し、固有層には出血や偽好酸球の浸潤が認められ
た。管腔内には、多数のグラム陽性桿菌とともに、
赤血球、退廃物及び線維素からなる偽膜形成が認
められた。抗Clostridium spp. ウサギポリクローナ
ル抗体 (Aviva Systems Biology社) を用いた免疫組
織化学的検査では、回腸および盲腸でみられたグ
ラム陽性桿菌のコロニーと一致して陽性反応が認
められたが、脾臓では陽性反応は認められなかっ
た。

【診断名】
組織診断：C. perfringensが分離されたカラスの脾
臓における多発性巣状壊死性脾炎、グラム陽性大
桿菌を伴う出血性壊死性全層性盲腸炎
疾病診断：カラスの C. perfringens 感染症を疑う

　C. perfringens は、グラム陽性嫌気性桿菌であ
り、一般的に人や動物の大腸や土壌中に広く常在
している。C. perfringens は、産生する毒素 (CPA, 
CPB, ETX ならびに ITX) の種類によって A~E の5
タイプに分類される。
　鳥類の C. perfringens 感染症は、ニワトリや野生
のカラスで報告されている。我が国では、2002年
に複数のカラスが同感染症で死亡したことが報告
されており、腸管粘膜の壊死および出血を伴う重
度の壊死性腸炎と診断されている (Asaoka et al., 
Avian Pathology, 2004)。
　子馬における同感染症からは、A、BあるいはC型
が分離されている。特にC型菌は、子馬の下痢の原
因病原体として広く知られている。本演題は、 
C .perfringens 感染症の理解に非常に有益なもの
であった。

　つくば病理談話会に続いて，JPC スライドセミ
ナーが行われた。以下にその症例の概要を列記す
る。

（越智章仁）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

　農研機構動物衛生研究部門で開催された第218
回つくば病理談話会ならびに第112回JPCスライ

ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
牛の胃 （提出機関　東京都家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　提出症例は、ウシ、ホルスタイン種の雌、3歳で、
搾乳牛25頭、肉用繁殖牛10頭を飼養する農場で飼
育されていた。症例は、2017年11月上旬に右眼球
の突出が見られ、同年11月14日に直腸検査によっ
てピンポン玉大の腫瘤が多数触知された。11月21
日に起立困難となり、11月27日に病理解剖に処さ
れた。

【病原検査】
　解剖時、ELISA検査において抗牛白血病ウイルス

（BLV）抗体陽性、血液ならびに諸臓器からBLV遺
伝子が検出された。

【肉眼および組織所見】
　右浅頸ならびに右腋窩リンパ節は拳大、右乳房
リンパ節は小児頭大に腫大し、割面は白ないしは
暗赤色髄様を呈していた。右眼球後極に乳白色の
脆弱な腫瘤が認められたものの、視神経への浸潤
は認められなかった。心耳、横隔膜ならびに 第一
胃の漿膜下には最大径 2 cm 大の腫瘤、子宮、直
腸、腸間膜ならびに骨盤腔内にも直径 1 cmから拳
大の腫瘤が複数認められた。肝臓表面に褪色部が
あり、実質内にも及んでいた。脾腫はなかった。第
一胃内の食道溝部に表面平滑、乳白色で小児頭大
の多房性腫瘤が認められた。
　組織学的には、腫瘤は有茎性で、粘膜下織から腔
内に乳頭状に突出していた。腫瘤基部付近では角
化亢進および有棘細胞の過形成、水腫性変性が認
められ、不規則な乳頭間隆起の形成が認められた。
腫瘤内部では、増殖する細胞は束状、花筵状に配列
し、紡錘形の淡明な核を有していた。これら細胞は
大小不同で、核の異型性も軽度に認められた。アザ
ン染色により腫瘤内部には豊富な膠原線維が認め
られた。鍍銀染色では好銀性の細網線維が少量認
められた。腫瘤の上皮が陥入した腔内には、胃内容
物が貯留していた。

【診断】
組織診断: 線維性乳頭腫

疾病診断: 第一胃内に線維性乳頭腫が見られた牛
白血病
　牛の線維性乳頭腫の多くは、牛パピローマウイ
ルス (BPV) によって引き起こされる。本症例では、
ウイルスの感染を示唆する組織学的所見は認めら
れなかった。また、ウイルス学的検査においてもパ
ピローマウイルスの感染は認められなかったこと
から、ウイルスの関与は否定された。馬では、若齢
馬の口唇周囲にパピローマがしばしば発生し、そ
の原因としてBPVあるいは馬パピローマウイルス
感染が挙げられる。また、馬のサルコイドあるいは
上皮系腫瘍の形成に、BPVが関与することが指摘
されていることから、本演題は大変有意義なもの
であった。

(越智章仁)

第112回JPCスライドセミナー
　JPCスライドセミナーは米国Joint Pathology 
C en t e rが主催するJPC  Wedne sd a y  S l i d e  
Conferenceで配布された組織標本を用いて行われ
る獣医病理スライドセミナーで、メンバーである
動衛研へは米国から毎週水曜日に１症例１枚の組
織標本が概ね４症例送付されてくる。今回は、
2017-2018 JPC Wednesday Slide Conference 
11-15 より９症例が選ばれ、動衛研に長期研修生
として全国の家畜保健衛生所から派遣されている
病理担当者により、組織所見やJPCで決定された
診断名に関する解説がパワーポイントを用いて行わ
れた。なお参加者は当日10時より研究本館４階の
討議室で各症例の組織標本を顕微鏡観察できる。

　以下に馬の提出例について概要を記載する。

2017-12-1　馬の馬尾（リバプール大学）
　症例は８歳の雌、アイリッシュスポーツホース
で、初診時に糞塊の通過障害および尾、肛門、膣に
おける進行性の緊張力減退がみられた。その後、後
肢付け根および尾根の筋肉の両側性萎縮、右後肢
の片側性不全麻痺が見られるようになり、最終的
には不全対麻痺に陥った。ステロイド系ないし非
ステロイド系抗炎症薬の投与と神経系に対する治
療が行われた。肉眼的には腰仙部脊髄および馬尾
に灰～白色の不定形物質が豊富に付着し、著しく
肥厚していた。提出機関の組織診断名は「馬、腰仙
椎神経節（馬尾、終糸）：多発巣状、重度、慢性、肉芽
腫性、多発巣状の神経壊死を伴う多発性根神経炎、
ワーラー変性および神経上膜の線維症」であった
が、JPCは「脊髄、馬尾：多発性根神経炎、肉芽腫性、
慢性、び慢性、重度、著しい神経上膜の線維症およ

び広汎な軸索変性を伴う、アイリッシュスポーツ
ホース、ウマ」と組織診断した。神経壊死とワー
ラー変性の解釈については異なっていたものの、
それ以外は概ね同じであった。本症例はこれまで

「馬尾神経炎」と言われていたものであるが、仙髄
神経だけでなく脳神経なども関連していることが
近年示されてきたことから、「馬多発性神経炎
Polyneuritis equi (PNE)」と呼ばれるようになっ
た。PNEは馬に散発性に起こる緩徐進行性の末梢
神経障害で、肉眼的ないし組織所見は人のギラン・
バレー症候群に類似している。類症鑑別としては、
外傷、発育障害、腫瘍、中毒、馬原虫性脊髄脳炎、ハ
リセファロブス感染症、さらにウイルス感染症で
ある流行性脳炎や馬ヘルペスウイルス感染症など
が重要である。本症の発生は多くはないが、神経症
状を呈している馬の病性鑑定では、PNEも考慮す
る必要があることが再認識された。

（片山芳也）
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第161回日本獣医学会学術集会

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）

　農研機構動物衛生研究部門で開催された第218
回つくば病理談話会ならびに第112回JPCスライ

ドセミナーに参加したので、特に興味深かった症
例について概要を報告する。

つくば病理談話会
牛の胃 （提出機関　東京都家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　提出症例は、ウシ、ホルスタイン種の雌、3歳で、
搾乳牛25頭、肉用繁殖牛10頭を飼養する農場で飼
育されていた。症例は、2017年11月上旬に右眼球
の突出が見られ、同年11月14日に直腸検査によっ
てピンポン玉大の腫瘤が多数触知された。11月21
日に起立困難となり、11月27日に病理解剖に処さ
れた。

【病原検査】
　解剖時、ELISA検査において抗牛白血病ウイルス

（BLV）抗体陽性、血液ならびに諸臓器からBLV遺
伝子が検出された。

【肉眼および組織所見】
　右浅頸ならびに右腋窩リンパ節は拳大、右乳房
リンパ節は小児頭大に腫大し、割面は白ないしは
暗赤色髄様を呈していた。右眼球後極に乳白色の
脆弱な腫瘤が認められたものの、視神経への浸潤
は認められなかった。心耳、横隔膜ならびに 第一
胃の漿膜下には最大径 2 cm 大の腫瘤、子宮、直
腸、腸間膜ならびに骨盤腔内にも直径 1 cmから拳
大の腫瘤が複数認められた。肝臓表面に褪色部が
あり、実質内にも及んでいた。脾腫はなかった。第
一胃内の食道溝部に表面平滑、乳白色で小児頭大
の多房性腫瘤が認められた。
　組織学的には、腫瘤は有茎性で、粘膜下織から腔
内に乳頭状に突出していた。腫瘤基部付近では角
化亢進および有棘細胞の過形成、水腫性変性が認
められ、不規則な乳頭間隆起の形成が認められた。
腫瘤内部では、増殖する細胞は束状、花筵状に配列
し、紡錘形の淡明な核を有していた。これら細胞は
大小不同で、核の異型性も軽度に認められた。アザ
ン染色により腫瘤内部には豊富な膠原線維が認め
られた。鍍銀染色では好銀性の細網線維が少量認
められた。腫瘤の上皮が陥入した腔内には、胃内容
物が貯留していた。

【診断】
組織診断: 線維性乳頭腫

疾病診断: 第一胃内に線維性乳頭腫が見られた牛
白血病
　牛の線維性乳頭腫の多くは、牛パピローマウイ
ルス (BPV) によって引き起こされる。本症例では、
ウイルスの感染を示唆する組織学的所見は認めら
れなかった。また、ウイルス学的検査においてもパ
ピローマウイルスの感染は認められなかったこと
から、ウイルスの関与は否定された。馬では、若齢
馬の口唇周囲にパピローマがしばしば発生し、そ
の原因としてBPVあるいは馬パピローマウイルス
感染が挙げられる。また、馬のサルコイドあるいは
上皮系腫瘍の形成に、BPVが関与することが指摘
されていることから、本演題は大変有意義なもの
であった。

(越智章仁)

第112回JPCスライドセミナー
　JPCスライドセミナーは米国Joint Pathology 
C en t e rが主催するJPC  Wedne sd a y  S l i d e  
Conferenceで配布された組織標本を用いて行われ
る獣医病理スライドセミナーで、メンバーである
動衛研へは米国から毎週水曜日に１症例１枚の組
織標本が概ね４症例送付されてくる。今回は、
2017-2018 JPC Wednesday Slide Conference 
11-15 より９症例が選ばれ、動衛研に長期研修生
として全国の家畜保健衛生所から派遣されている
病理担当者により、組織所見やJPCで決定された
診断名に関する解説がパワーポイントを用いて行わ
れた。なお参加者は当日10時より研究本館４階の
討議室で各症例の組織標本を顕微鏡観察できる。

　以下に馬の提出例について概要を記載する。

2017-12-1　馬の馬尾（リバプール大学）
　症例は８歳の雌、アイリッシュスポーツホース
で、初診時に糞塊の通過障害および尾、肛門、膣に
おける進行性の緊張力減退がみられた。その後、後
肢付け根および尾根の筋肉の両側性萎縮、右後肢
の片側性不全麻痺が見られるようになり、最終的
には不全対麻痺に陥った。ステロイド系ないし非
ステロイド系抗炎症薬の投与と神経系に対する治
療が行われた。肉眼的には腰仙部脊髄および馬尾
に灰～白色の不定形物質が豊富に付着し、著しく
肥厚していた。提出機関の組織診断名は「馬、腰仙
椎神経節（馬尾、終糸）：多発巣状、重度、慢性、肉芽
腫性、多発巣状の神経壊死を伴う多発性根神経炎、
ワーラー変性および神経上膜の線維症」であった
が、JPCは「脊髄、馬尾：多発性根神経炎、肉芽腫性、
慢性、び慢性、重度、著しい神経上膜の線維症およ

び広汎な軸索変性を伴う、アイリッシュスポーツ
ホース、ウマ」と組織診断した。神経壊死とワー
ラー変性の解釈については異なっていたものの、
それ以外は概ね同じであった。本症例はこれまで

「馬尾神経炎」と言われていたものであるが、仙髄
神経だけでなく脳神経なども関連していることが
近年示されてきたことから、「馬多発性神経炎
Polyneuritis equi (PNE)」と呼ばれるようになっ
た。PNEは馬に散発性に起こる緩徐進行性の末梢
神経障害で、肉眼的ないし組織所見は人のギラン・
バレー症候群に類似している。類症鑑別としては、
外傷、発育障害、腫瘍、中毒、馬原虫性脊髄脳炎、ハ
リセファロブス感染症、さらにウイルス感染症で
ある流行性脳炎や馬ヘルペスウイルス感染症など
が重要である。本症の発生は多くはないが、神経症
状を呈している馬の病性鑑定では、PNEも考慮す
る必要があることが再認識された。

（片山芳也）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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第66回日本ウイルス学会学術集会

　平成30年10月28日から30日に、京都市（京都テ
ルサ）で行われた第66回日本ウイルス学会学術集
会に参加したので、その概要を報告します。
　本学術集会は、ゲノム情報や分類・進化等に関す
る基礎ウイルス学、病原因子や宿主の免疫に関す
ること、ワクチン開発といった応用ウイルス学、さ
らには植物や真菌に感染するウイルスまで幅広く
カバーしている。本年度は塩野義製薬から新たな
抗インフルエンザ薬が発売開始されたこともあ
り、同製品の薬効に関する教育セミナーや演題が
複数報告されていた。また、近年西日本で多くの患
者が出ている重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
ウイルスに関する演題が印象深かった。特に2016
年以降ネコやイヌの症例が出ていること、ネコの
咬傷によってヒトが感染した症例、野生動物での
抗体陽性率が近年上昇していることなどが報告さ
れ、同症候群の今後の発生状況に注視する必要が
あると考えられた。以下に興味深かった演題の概
要を報告する。また、筆者（坂内）はウマヘルペスウ
イルス1型感染による全身及び粘膜免疫の誘導に
関する演題を発表したので併せて報告する。

○Neutrophil dysfunction in lung during 
influenza virus infection
インフルエンザウイルス感染時には肺好中球の機
能が障害を受ける

Hiroki Ishikawaら（昭和大学）
　この研究の目的は、インフルエンザウイルスの
感染時に、二次的細菌感染のクリアランスの評価
によって肺の好中球機能が損なわれているかどう
かを調べ、インフルエンザウイルス感染が好中球
機能障害を引き起こすメカニズムを解明すること
である。
　【材料と方法】 balb/cマウスに、100 pfuのイン
フルエンザウイルスまたは対照としてPBSを麻酔
下で鼻腔内に感染させた。インフルエンザウイル
ス感染後4日目に、ウイルス感染マウスまたはウ
イルス非感染マウスに、1×107 cfgのP. aeruginosa
を肺に感染させた。細菌感染から6時間後、BALFs

または肺を各マウスから採取して、ウイルス力価、
サイトカインレベル、好中球数、ミエロペルオキシ
ダーゼ（MPO）活性、細菌数をそれぞれ測定した。
　【結果】インフルエンザウイルスは、ウイルス感
染マウスの肺で検出されたが、非感染マウスでは
検出されなかった。ウイルス感染マウスにおける
細菌クリアランス機能は、非感染マウスと比較し
て約10倍有意に低く、IL-1βおよびIL-6を含む炎
症性サイトカインは、ウイルスおよび細菌の二重
感染マウスで有意に増加した。インフルエンザウ
イルス感染マウスと非感染マウスの肺における好
中球数は、細菌感染後において有意差がなかった。
しかし、ウイルス感染マウスのBALF細胞における
好中球MPO活性は、細菌感染後の非ウイルス感染
マウスのそれと比較して有意に減少した。
　この研究により、インフルエンザウイルス感染
が、好中球機能障害に起因する細菌クリアランス
機能を低下させることを実証した。

○Role of ORF19(UL41) of equine herpesvirus 
type 1 in neuropathogenesis
ウマヘルペスウイルス1型神経病原性発現におけ
るORF19 (UL41) の役割

Hikari Kumeiら（岐阜大学）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は監視伝染
病である馬鼻肺炎の病原体であり、ウマに呼吸器
疾患、流産、神経疾患を引き起こす。また、マウス、
ハムスターなど非自然宿主に致死性脳炎を引き起
こす。以前の研究で、ウマヘルペスウイルス9型

（EHV-9）のORF19がコードするUL41はマウスに
おける神経病原性に関与する可能性を示唆した。
EHV-1とEHV-9は互いに95%と高い相同性をもつ
ことから、EHV-1 UL41の神経病原性発現におけ
る役割について検討した。
　【材料と方法】EHV-1 Ab4p株BACクローンを用
い、ORF19の2番目コドンを終止コドンに置換し
たORF19 null変異体、およびその変異を修復した
ORF19復帰体を構築した。親株、ORF19 null変異
体、ORFI9復帰体を、SPFシリアンハムスターに

6.0×103 pfu/頭でそれぞれ経鼻接種し、過敏・流
涎・目脂・痙攣・犬座姿勢・沈鬱および昏睡を指標と
した神経症状の有無を観察した。ウイルス接種後
2、4、6日目に脳および肺を採材し、ウイルス力価
測定を行うとともに、HE染色により病理組織学的
検索を行った。
　【結果】親株ないし復帰体接種群ではウイルス接
種後4日目から流涎・目脂・痙攣・犬座姿勢・沈鬱と
いった神経症状が認められたが、ORF19 null変異
体接種群では神経症状が見られなかった。一方、親
株、null変異体、復帰体を接種した個体より採材し
た脳からウイルスが分離された。脳のウイルス力
価は接種後4日目に親株が9.4×104 pfu /脳、null
変異体が3.8×103 pfu /脳、復帰体が2.4 ×104 pfu 
/脳であった。病理組織学的には何れの株でも嗅
球・大脳に細胞反応や髄膜炎などが認められた。加
えて親株ないし復帰変異体接種群では神経細胞の
変性・壊死が認められたが、null変異体接種群では
認められなかった。
　ORF19がコードするUL41は、神経病原性発現に
関与していることが明らかになった。また、脳に存
在する感染性ウイルス量が親株・復帰体に比べ
null変異体は少ないことがわかった。null変異体は
脳に存在し髄膜炎などを引き起こすが、神経細胞
の変性・壊死は起こさないことが示された。今回の
研究でEHV-1におけるORF19が、神経病原性に関
与することが初めて明らかとなった。

（古角　博）

○The effect of cigarette smoking on the 
pathogenicity of avian influenza A(H7N9) virus 
infection in mice
鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)のマウスにお
ける病原性に喫煙が与える影響

Satoshi Fukuyamaら（東京大学医科学研究所）
　H7N9鳥インフルエンザウイルスは致死率が約
30％と高く、2013年の初発生から中国を中心と
して約1600人の感染者が出ている。過去に報告さ
れた感染者の疫学要因調査では、高齢であること
や男性であることなどがリスク要因として高いこ
とが示された一方、感染者における喫煙率

（24.3%）が健康な中国人（演者らによれば約50％）

より低かったことが明らかになった。演者らは喫
煙が同ウイルスへの感受性に影響を与えている可
能性を検証するため、マウスを用いて感染実験を
行った。
　タバコの煙を吸わせた喫煙群ではウイルス接種
後の生存率が対照群と比べて高く、体重の減少率
が低かった。すなわちウイルスに対する感受性が
低かった。肺から回収されたウイルスのタイター
や病理組織中の感染細胞の分布には群間で差を認
めなかった。肺組織から抽出したRNAについて、マ
イクロアレイ法で遺伝子発現を比べたところ、喫
煙群ではウイルス感染前と比べて発現量が変化し
た遺伝子の数が、対照群より有意に少なかった。炎
症反応の指標となるTNF-αやNFκBの発現量は、ウ
イルス感染前の時点で喫煙群が対照群より高かっ
たが、感染後にはそれらの発現量が低下していた。
従って、喫煙したマウスではウイルス感染後の肺
における炎症反応が抑えられた結果、症状が軽減
されたと考えられた。
　喫煙は気管支炎、肺気腫、肺癌などの発症リスク
を上昇させることから、呼吸器のウイルス感染に
対しても悪影響を与えるのではないかと筆者は考
えていた。しかし結果は、喫煙はH7N9ウイルスに
対する宿主の感受性を低下させるという興味深い
ものであった。演者らは喫煙を勧める意図はない
と述べており、それは喫煙がもたらす他の疾患の
発症リスクを考えれば当然のことであるが、イン
フルエンザウイルスの感染に対して宿主の体内で
どのような反応があれば症状を軽減できるのかを
明らかにした点において、本研究の意義は大きい
と考えられる。

○Systemic and mucosal immune responses in 
horses infected with equine herpesvirus type-1 
and the protective effect after subsequent 
challenge
ウマヘルペスウイルス1型感染馬の全身性および
粘膜免疫反応と攻撃試験後の防御効果

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）による呼吸
器病は若い馬で起きやすく、発熱、鼻汁漏出などの
症状を示す。対照的に、年長の馬では症状があった

としても軽微である。そうした防御は、ウイルスに
過去に曝露されたことによって効果的な免疫反応
が誘導されたことに起因すると考えらえる。本研
究では、EHV-1感染馬における全身および粘膜免
疫反応を解析し、同じウイルスに再感染した際の
防御効果について検証する。
　4頭の馬にEHV-1を接種（10-I-224株、4 x 105ま
たは4 x 106 pfu/頭 [各2頭]）し、8週間後に同じ量
のウイルスを再度接種した。最初の接種後、全ての
馬が感染初期（1～4日目）またはウイルス血症期

（5～10日目）、あるいはその両方の時期に38.5℃
以上の発熱を示した。ウイルス接種量に関わらず、
全ての馬が同程度の量と期間、ウイルス排出とウ
イルス血症を示した。これらの馬では、血清中の中
和抗体価、IgGa、IgGb抗体が有意に上昇した（P < 
0.05）。鼻汁中にはIgGa、IgGb、IgA抗体が有意に上
昇した（P < 0.05）。EHV-1の再接種後には、発熱、ウ
イルス排出、ウイルス血症を示した馬はなく、最初
のEHV-1感染で誘導された免疫が完全な防御効果
を示した。
　我々が行った過去の研究では、EHV-1の生ワク

チンを2回経鼻接種された馬では鼻汁中のIgA抗
体が上昇し、同じワクチンを筋肉内接種された馬
ではIgGa抗体とIgGb抗体が上昇した。同研究では、
感染初期の発熱は抑制されたが、ほとんどの馬で
ウイルス排出とウイルス血症が認められ、うち何
頭かではウイルス血症期に発熱も見られた。今回
の結果と過去の結果を合わせて考えると、鼻汁中
にIgA抗体またはIgG抗体が単独であるよりも、両
方存在する時のほうがより防御効果が高いと考え
られた。
　本学会の参加者の多くは馬での感染実験に馴染
みがなく、鼻腔洗浄液の採取方法について質問を
受けた。また、筆者らはIgGサブクラスやIgA抗体を
定量する際に洗浄液中のtotal IgA濃度で補正をか
けているが、ヒトやマウスでの先行研究に倣い蛋
白質濃度で補正したほうが良いとの提案を受け
た。全体的な印象としては、馬の粘膜免疫というユ
ニークな分野の発表ということで、多くの方に興
味を持っていただけたようである。

（坂内　天）

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年10月28日から30日に、京都市（京都テ
ルサ）で行われた第66回日本ウイルス学会学術集
会に参加したので、その概要を報告します。
　本学術集会は、ゲノム情報や分類・進化等に関す
る基礎ウイルス学、病原因子や宿主の免疫に関す
ること、ワクチン開発といった応用ウイルス学、さ
らには植物や真菌に感染するウイルスまで幅広く
カバーしている。本年度は塩野義製薬から新たな
抗インフルエンザ薬が発売開始されたこともあ
り、同製品の薬効に関する教育セミナーや演題が
複数報告されていた。また、近年西日本で多くの患
者が出ている重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
ウイルスに関する演題が印象深かった。特に2016
年以降ネコやイヌの症例が出ていること、ネコの
咬傷によってヒトが感染した症例、野生動物での
抗体陽性率が近年上昇していることなどが報告さ
れ、同症候群の今後の発生状況に注視する必要が
あると考えられた。以下に興味深かった演題の概
要を報告する。また、筆者（坂内）はウマヘルペスウ
イルス1型感染による全身及び粘膜免疫の誘導に
関する演題を発表したので併せて報告する。

○Neutrophil dysfunction in lung during 
influenza virus infection
インフルエンザウイルス感染時には肺好中球の機
能が障害を受ける

Hiroki Ishikawaら（昭和大学）
　この研究の目的は、インフルエンザウイルスの
感染時に、二次的細菌感染のクリアランスの評価
によって肺の好中球機能が損なわれているかどう
かを調べ、インフルエンザウイルス感染が好中球
機能障害を引き起こすメカニズムを解明すること
である。
　【材料と方法】 balb/cマウスに、100 pfuのイン
フルエンザウイルスまたは対照としてPBSを麻酔
下で鼻腔内に感染させた。インフルエンザウイル
ス感染後4日目に、ウイルス感染マウスまたはウ
イルス非感染マウスに、1×107 cfgのP. aeruginosa
を肺に感染させた。細菌感染から6時間後、BALFs

または肺を各マウスから採取して、ウイルス力価、
サイトカインレベル、好中球数、ミエロペルオキシ
ダーゼ（MPO）活性、細菌数をそれぞれ測定した。
　【結果】インフルエンザウイルスは、ウイルス感
染マウスの肺で検出されたが、非感染マウスでは
検出されなかった。ウイルス感染マウスにおける
細菌クリアランス機能は、非感染マウスと比較し
て約10倍有意に低く、IL-1βおよびIL-6を含む炎
症性サイトカインは、ウイルスおよび細菌の二重
感染マウスで有意に増加した。インフルエンザウ
イルス感染マウスと非感染マウスの肺における好
中球数は、細菌感染後において有意差がなかった。
しかし、ウイルス感染マウスのBALF細胞における
好中球MPO活性は、細菌感染後の非ウイルス感染
マウスのそれと比較して有意に減少した。
　この研究により、インフルエンザウイルス感染
が、好中球機能障害に起因する細菌クリアランス
機能を低下させることを実証した。

○Role of ORF19(UL41) of equine herpesvirus 
type 1 in neuropathogenesis
ウマヘルペスウイルス1型神経病原性発現におけ
るORF19 (UL41) の役割

Hikari Kumeiら（岐阜大学）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は監視伝染
病である馬鼻肺炎の病原体であり、ウマに呼吸器
疾患、流産、神経疾患を引き起こす。また、マウス、
ハムスターなど非自然宿主に致死性脳炎を引き起
こす。以前の研究で、ウマヘルペスウイルス9型

（EHV-9）のORF19がコードするUL41はマウスに
おける神経病原性に関与する可能性を示唆した。
EHV-1とEHV-9は互いに95%と高い相同性をもつ
ことから、EHV-1 UL41の神経病原性発現におけ
る役割について検討した。
　【材料と方法】EHV-1 Ab4p株BACクローンを用
い、ORF19の2番目コドンを終止コドンに置換し
たORF19 null変異体、およびその変異を修復した
ORF19復帰体を構築した。親株、ORF19 null変異
体、ORFI9復帰体を、SPFシリアンハムスターに

6.0×103 pfu/頭でそれぞれ経鼻接種し、過敏・流
涎・目脂・痙攣・犬座姿勢・沈鬱および昏睡を指標と
した神経症状の有無を観察した。ウイルス接種後
2、4、6日目に脳および肺を採材し、ウイルス力価
測定を行うとともに、HE染色により病理組織学的
検索を行った。
　【結果】親株ないし復帰体接種群ではウイルス接
種後4日目から流涎・目脂・痙攣・犬座姿勢・沈鬱と
いった神経症状が認められたが、ORF19 null変異
体接種群では神経症状が見られなかった。一方、親
株、null変異体、復帰体を接種した個体より採材し
た脳からウイルスが分離された。脳のウイルス力
価は接種後4日目に親株が9.4×104 pfu /脳、null
変異体が3.8×103 pfu /脳、復帰体が2.4 ×104 pfu 
/脳であった。病理組織学的には何れの株でも嗅
球・大脳に細胞反応や髄膜炎などが認められた。加
えて親株ないし復帰変異体接種群では神経細胞の
変性・壊死が認められたが、null変異体接種群では
認められなかった。
　ORF19がコードするUL41は、神経病原性発現に
関与していることが明らかになった。また、脳に存
在する感染性ウイルス量が親株・復帰体に比べ
null変異体は少ないことがわかった。null変異体は
脳に存在し髄膜炎などを引き起こすが、神経細胞
の変性・壊死は起こさないことが示された。今回の
研究でEHV-1におけるORF19が、神経病原性に関
与することが初めて明らかとなった。

（古角　博）

○The effect of cigarette smoking on the 
pathogenicity of avian influenza A(H7N9) virus 
infection in mice
鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)のマウスにお
ける病原性に喫煙が与える影響

Satoshi Fukuyamaら（東京大学医科学研究所）
　H7N9鳥インフルエンザウイルスは致死率が約
30％と高く、2013年の初発生から中国を中心と
して約1600人の感染者が出ている。過去に報告さ
れた感染者の疫学要因調査では、高齢であること
や男性であることなどがリスク要因として高いこ
とが示された一方、感染者における喫煙率

（24.3%）が健康な中国人（演者らによれば約50％）

より低かったことが明らかになった。演者らは喫
煙が同ウイルスへの感受性に影響を与えている可
能性を検証するため、マウスを用いて感染実験を
行った。
　タバコの煙を吸わせた喫煙群ではウイルス接種
後の生存率が対照群と比べて高く、体重の減少率
が低かった。すなわちウイルスに対する感受性が
低かった。肺から回収されたウイルスのタイター
や病理組織中の感染細胞の分布には群間で差を認
めなかった。肺組織から抽出したRNAについて、マ
イクロアレイ法で遺伝子発現を比べたところ、喫
煙群ではウイルス感染前と比べて発現量が変化し
た遺伝子の数が、対照群より有意に少なかった。炎
症反応の指標となるTNF-αやNFκBの発現量は、ウ
イルス感染前の時点で喫煙群が対照群より高かっ
たが、感染後にはそれらの発現量が低下していた。
従って、喫煙したマウスではウイルス感染後の肺
における炎症反応が抑えられた結果、症状が軽減
されたと考えられた。
　喫煙は気管支炎、肺気腫、肺癌などの発症リスク
を上昇させることから、呼吸器のウイルス感染に
対しても悪影響を与えるのではないかと筆者は考
えていた。しかし結果は、喫煙はH7N9ウイルスに
対する宿主の感受性を低下させるという興味深い
ものであった。演者らは喫煙を勧める意図はない
と述べており、それは喫煙がもたらす他の疾患の
発症リスクを考えれば当然のことであるが、イン
フルエンザウイルスの感染に対して宿主の体内で
どのような反応があれば症状を軽減できるのかを
明らかにした点において、本研究の意義は大きい
と考えられる。

○Systemic and mucosal immune responses in 
horses infected with equine herpesvirus type-1 
and the protective effect after subsequent 
challenge
ウマヘルペスウイルス1型感染馬の全身性および
粘膜免疫反応と攻撃試験後の防御効果

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）による呼吸
器病は若い馬で起きやすく、発熱、鼻汁漏出などの
症状を示す。対照的に、年長の馬では症状があった

としても軽微である。そうした防御は、ウイルスに
過去に曝露されたことによって効果的な免疫反応
が誘導されたことに起因すると考えらえる。本研
究では、EHV-1感染馬における全身および粘膜免
疫反応を解析し、同じウイルスに再感染した際の
防御効果について検証する。
　4頭の馬にEHV-1を接種（10-I-224株、4 x 105ま
たは4 x 106 pfu/頭 [各2頭]）し、8週間後に同じ量
のウイルスを再度接種した。最初の接種後、全ての
馬が感染初期（1～4日目）またはウイルス血症期

（5～10日目）、あるいはその両方の時期に38.5℃
以上の発熱を示した。ウイルス接種量に関わらず、
全ての馬が同程度の量と期間、ウイルス排出とウ
イルス血症を示した。これらの馬では、血清中の中
和抗体価、IgGa、IgGb抗体が有意に上昇した（P < 
0.05）。鼻汁中にはIgGa、IgGb、IgA抗体が有意に上
昇した（P < 0.05）。EHV-1の再接種後には、発熱、ウ
イルス排出、ウイルス血症を示した馬はなく、最初
のEHV-1感染で誘導された免疫が完全な防御効果
を示した。
　我々が行った過去の研究では、EHV-1の生ワク

チンを2回経鼻接種された馬では鼻汁中のIgA抗
体が上昇し、同じワクチンを筋肉内接種された馬
ではIgGa抗体とIgGb抗体が上昇した。同研究では、
感染初期の発熱は抑制されたが、ほとんどの馬で
ウイルス排出とウイルス血症が認められ、うち何
頭かではウイルス血症期に発熱も見られた。今回
の結果と過去の結果を合わせて考えると、鼻汁中
にIgA抗体またはIgG抗体が単独であるよりも、両
方存在する時のほうがより防御効果が高いと考え
られた。
　本学会の参加者の多くは馬での感染実験に馴染
みがなく、鼻腔洗浄液の採取方法について質問を
受けた。また、筆者らはIgGサブクラスやIgA抗体を
定量する際に洗浄液中のtotal IgA濃度で補正をか
けているが、ヒトやマウスでの先行研究に倣い蛋
白質濃度で補正したほうが良いとの提案を受け
た。全体的な印象としては、馬の粘膜免疫というユ
ニークな分野の発表ということで、多くの方に興
味を持っていただけたようである。

（坂内　天）

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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　平成30年10月28日から30日に、京都市（京都テ
ルサ）で行われた第66回日本ウイルス学会学術集
会に参加したので、その概要を報告します。
　本学術集会は、ゲノム情報や分類・進化等に関す
る基礎ウイルス学、病原因子や宿主の免疫に関す
ること、ワクチン開発といった応用ウイルス学、さ
らには植物や真菌に感染するウイルスまで幅広く
カバーしている。本年度は塩野義製薬から新たな
抗インフルエンザ薬が発売開始されたこともあ
り、同製品の薬効に関する教育セミナーや演題が
複数報告されていた。また、近年西日本で多くの患
者が出ている重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
ウイルスに関する演題が印象深かった。特に2016
年以降ネコやイヌの症例が出ていること、ネコの
咬傷によってヒトが感染した症例、野生動物での
抗体陽性率が近年上昇していることなどが報告さ
れ、同症候群の今後の発生状況に注視する必要が
あると考えられた。以下に興味深かった演題の概
要を報告する。また、筆者（坂内）はウマヘルペスウ
イルス1型感染による全身及び粘膜免疫の誘導に
関する演題を発表したので併せて報告する。

○Neutrophil dysfunction in lung during 
influenza virus infection
インフルエンザウイルス感染時には肺好中球の機
能が障害を受ける

Hiroki Ishikawaら（昭和大学）
　この研究の目的は、インフルエンザウイルスの
感染時に、二次的細菌感染のクリアランスの評価
によって肺の好中球機能が損なわれているかどう
かを調べ、インフルエンザウイルス感染が好中球
機能障害を引き起こすメカニズムを解明すること
である。
　【材料と方法】 balb/cマウスに、100 pfuのイン
フルエンザウイルスまたは対照としてPBSを麻酔
下で鼻腔内に感染させた。インフルエンザウイル
ス感染後4日目に、ウイルス感染マウスまたはウ
イルス非感染マウスに、1×107 cfgのP. aeruginosa
を肺に感染させた。細菌感染から6時間後、BALFs

または肺を各マウスから採取して、ウイルス力価、
サイトカインレベル、好中球数、ミエロペルオキシ
ダーゼ（MPO）活性、細菌数をそれぞれ測定した。
　【結果】インフルエンザウイルスは、ウイルス感
染マウスの肺で検出されたが、非感染マウスでは
検出されなかった。ウイルス感染マウスにおける
細菌クリアランス機能は、非感染マウスと比較し
て約10倍有意に低く、IL-1βおよびIL-6を含む炎
症性サイトカインは、ウイルスおよび細菌の二重
感染マウスで有意に増加した。インフルエンザウ
イルス感染マウスと非感染マウスの肺における好
中球数は、細菌感染後において有意差がなかった。
しかし、ウイルス感染マウスのBALF細胞における
好中球MPO活性は、細菌感染後の非ウイルス感染
マウスのそれと比較して有意に減少した。
　この研究により、インフルエンザウイルス感染
が、好中球機能障害に起因する細菌クリアランス
機能を低下させることを実証した。

○Role of ORF19(UL41) of equine herpesvirus 
type 1 in neuropathogenesis
ウマヘルペスウイルス1型神経病原性発現におけ
るORF19 (UL41) の役割

Hikari Kumeiら（岐阜大学）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は監視伝染
病である馬鼻肺炎の病原体であり、ウマに呼吸器
疾患、流産、神経疾患を引き起こす。また、マウス、
ハムスターなど非自然宿主に致死性脳炎を引き起
こす。以前の研究で、ウマヘルペスウイルス9型

（EHV-9）のORF19がコードするUL41はマウスに
おける神経病原性に関与する可能性を示唆した。
EHV-1とEHV-9は互いに95%と高い相同性をもつ
ことから、EHV-1 UL41の神経病原性発現におけ
る役割について検討した。
　【材料と方法】EHV-1 Ab4p株BACクローンを用
い、ORF19の2番目コドンを終止コドンに置換し
たORF19 null変異体、およびその変異を修復した
ORF19復帰体を構築した。親株、ORF19 null変異
体、ORFI9復帰体を、SPFシリアンハムスターに

6.0×103 pfu/頭でそれぞれ経鼻接種し、過敏・流
涎・目脂・痙攣・犬座姿勢・沈鬱および昏睡を指標と
した神経症状の有無を観察した。ウイルス接種後
2、4、6日目に脳および肺を採材し、ウイルス力価
測定を行うとともに、HE染色により病理組織学的
検索を行った。
　【結果】親株ないし復帰体接種群ではウイルス接
種後4日目から流涎・目脂・痙攣・犬座姿勢・沈鬱と
いった神経症状が認められたが、ORF19 null変異
体接種群では神経症状が見られなかった。一方、親
株、null変異体、復帰体を接種した個体より採材し
た脳からウイルスが分離された。脳のウイルス力
価は接種後4日目に親株が9.4×104 pfu /脳、null
変異体が3.8×103 pfu /脳、復帰体が2.4 ×104 pfu 
/脳であった。病理組織学的には何れの株でも嗅
球・大脳に細胞反応や髄膜炎などが認められた。加
えて親株ないし復帰変異体接種群では神経細胞の
変性・壊死が認められたが、null変異体接種群では
認められなかった。
　ORF19がコードするUL41は、神経病原性発現に
関与していることが明らかになった。また、脳に存
在する感染性ウイルス量が親株・復帰体に比べ
null変異体は少ないことがわかった。null変異体は
脳に存在し髄膜炎などを引き起こすが、神経細胞
の変性・壊死は起こさないことが示された。今回の
研究でEHV-1におけるORF19が、神経病原性に関
与することが初めて明らかとなった。

（古角　博）

○The effect of cigarette smoking on the 
pathogenicity of avian influenza A(H7N9) virus 
infection in mice
鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)のマウスにお
ける病原性に喫煙が与える影響

Satoshi Fukuyamaら（東京大学医科学研究所）
　H7N9鳥インフルエンザウイルスは致死率が約
30％と高く、2013年の初発生から中国を中心と
して約1600人の感染者が出ている。過去に報告さ
れた感染者の疫学要因調査では、高齢であること
や男性であることなどがリスク要因として高いこ
とが示された一方、感染者における喫煙率

（24.3%）が健康な中国人（演者らによれば約50％）

より低かったことが明らかになった。演者らは喫
煙が同ウイルスへの感受性に影響を与えている可
能性を検証するため、マウスを用いて感染実験を
行った。
　タバコの煙を吸わせた喫煙群ではウイルス接種
後の生存率が対照群と比べて高く、体重の減少率
が低かった。すなわちウイルスに対する感受性が
低かった。肺から回収されたウイルスのタイター
や病理組織中の感染細胞の分布には群間で差を認
めなかった。肺組織から抽出したRNAについて、マ
イクロアレイ法で遺伝子発現を比べたところ、喫
煙群ではウイルス感染前と比べて発現量が変化し
た遺伝子の数が、対照群より有意に少なかった。炎
症反応の指標となるTNF-αやNFκBの発現量は、ウ
イルス感染前の時点で喫煙群が対照群より高かっ
たが、感染後にはそれらの発現量が低下していた。
従って、喫煙したマウスではウイルス感染後の肺
における炎症反応が抑えられた結果、症状が軽減
されたと考えられた。
　喫煙は気管支炎、肺気腫、肺癌などの発症リスク
を上昇させることから、呼吸器のウイルス感染に
対しても悪影響を与えるのではないかと筆者は考
えていた。しかし結果は、喫煙はH7N9ウイルスに
対する宿主の感受性を低下させるという興味深い
ものであった。演者らは喫煙を勧める意図はない
と述べており、それは喫煙がもたらす他の疾患の
発症リスクを考えれば当然のことであるが、イン
フルエンザウイルスの感染に対して宿主の体内で
どのような反応があれば症状を軽減できるのかを
明らかにした点において、本研究の意義は大きい
と考えられる。

○Systemic and mucosal immune responses in 
horses infected with equine herpesvirus type-1 
and the protective effect after subsequent 
challenge
ウマヘルペスウイルス1型感染馬の全身性および
粘膜免疫反応と攻撃試験後の防御効果

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）による呼吸
器病は若い馬で起きやすく、発熱、鼻汁漏出などの
症状を示す。対照的に、年長の馬では症状があった

としても軽微である。そうした防御は、ウイルスに
過去に曝露されたことによって効果的な免疫反応
が誘導されたことに起因すると考えらえる。本研
究では、EHV-1感染馬における全身および粘膜免
疫反応を解析し、同じウイルスに再感染した際の
防御効果について検証する。
　4頭の馬にEHV-1を接種（10-I-224株、4 x 105ま
たは4 x 106 pfu/頭 [各2頭]）し、8週間後に同じ量
のウイルスを再度接種した。最初の接種後、全ての
馬が感染初期（1～4日目）またはウイルス血症期

（5～10日目）、あるいはその両方の時期に38.5℃
以上の発熱を示した。ウイルス接種量に関わらず、
全ての馬が同程度の量と期間、ウイルス排出とウ
イルス血症を示した。これらの馬では、血清中の中
和抗体価、IgGa、IgGb抗体が有意に上昇した（P < 
0.05）。鼻汁中にはIgGa、IgGb、IgA抗体が有意に上
昇した（P < 0.05）。EHV-1の再接種後には、発熱、ウ
イルス排出、ウイルス血症を示した馬はなく、最初
のEHV-1感染で誘導された免疫が完全な防御効果
を示した。
　我々が行った過去の研究では、EHV-1の生ワク

チンを2回経鼻接種された馬では鼻汁中のIgA抗
体が上昇し、同じワクチンを筋肉内接種された馬
ではIgGa抗体とIgGb抗体が上昇した。同研究では、
感染初期の発熱は抑制されたが、ほとんどの馬で
ウイルス排出とウイルス血症が認められ、うち何
頭かではウイルス血症期に発熱も見られた。今回
の結果と過去の結果を合わせて考えると、鼻汁中
にIgA抗体またはIgG抗体が単独であるよりも、両
方存在する時のほうがより防御効果が高いと考え
られた。
　本学会の参加者の多くは馬での感染実験に馴染
みがなく、鼻腔洗浄液の採取方法について質問を
受けた。また、筆者らはIgGサブクラスやIgA抗体を
定量する際に洗浄液中のtotal IgA濃度で補正をか
けているが、ヒトやマウスでの先行研究に倣い蛋
白質濃度で補正したほうが良いとの提案を受け
た。全体的な印象としては、馬の粘膜免疫というユ
ニークな分野の発表ということで、多くの方に興
味を持っていただけたようである。

（坂内　天）

　平成30年9月11日～13日に、つくば国際会議場
（茨城県）で開催された第161回日本獣医学会学術
集会に参加したので、その概要を報告する。
 
○イヌを用いた自走式カプセル型内視鏡モデルの
検証

田中あかねら （東京農工大学）
　イヌにおいても内視鏡を用いた消化管検査は一
般的であるが、検査時には全身麻酔が必須である
ため全身状態の悪い動物に対してはハイリスクと
なる。ヒト領域ではカプセル型内視鏡が既に開発
され患者の負担は軽減されているものの、カプセ
ル排出までの長時間にわたる膨大な画像の処理に
は時間を要するため、医師の負担が非常に大きい。
本研究では、イヌを用いた超小型モーター搭載の
自走式小型カプセル内視鏡の検証を実施した。そ
の結果、カプセル内視鏡が通過障害を起こすこと
なく自然排出されることを確認した。しかし、排出
までの時間には個体および試験日により大きなば

らつきがあることが明らかとなった（数時間から
数日の範囲）。したがって、本試験に供したカプセ
ル型内視鏡は、有効な検査デバイスとならないこ
とを示唆するものであり、今後は給電方式（外部か
らの電力供給による自走電力確保）や駆動力の変
更などを行ったうえで、新たな検証が必要である
と考えられた。
　ウマにおいても臨床応用の可能性が見いだせれ
ば、疝痛などの診断に有効なデバイスとなること
は言うまでもない。しかし、①コスト　②検査前絶
食時間の検討　③カプセル型内視鏡の回収方法　
④自走可能か　⑤モーターが熱を持つことによる
生体への影響、などの検討課題が多々ある。また、
重度の疝痛はエマージェンシーであり、自走可能
であっても診断精度の向上とともに診断に要する
時間を極力短縮させることも不可欠である。今後
の続報に注視したい。

（徳重裕貴）

○ ウ マ に お け る β ラ ク タ ム 系 抗 菌 薬 の
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics　
(PK/PD)解析に基づいた投与法の検討

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　近年、世界的な薬剤耐性菌の増加から、ヒト医
療のみならず獣医療においても科学的根拠に基
づく抗菌薬の適正使用が求められている。βラ
クタム系抗菌薬は多くのウマ感染症の第１選択
薬として使用されているが、用量や用法に関す
る報告は少なく、経験的治療が行われている現
状にある。本研究ではウマ感染症に用いられて
いるβラクタム系抗菌薬であるセファロチン 
( C E T )、セフチオフル(C T F )、セファゾリン
(CEZ )、ベンジルペニシリン(PCG )について
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)解
析を行い、ウマ感染症に適した投与法を検討した。
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg静脈内投与、
CTF 2.2 mg/kg筋肉内投与、CEZ 10 mg/kg静脈内
投与、PCG 10,000unit/kg筋肉内投与のクロス
オーバー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な
採血を行い、液体クロマトグラフィー質量分析法

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定した。ウマ
感染症由来のβ溶血性連鎖球菌Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus (S.zooepidemicus) 98株、黄
色ブドウ球菌51株、E.coli 58株に対する供試薬剤
の最少発育阻止濃度(MIC)を微量液体希釈法にて
測定し、90%の株に対する発育阻止濃度である
MIC90を算出した。
　βラクタム系抗菌薬は時間依存性抗菌薬であ
り、MICを超えている時間Time above MIC(TAM)
が効果の指標となる。最大殺菌作用を得るために
はセフェム系抗菌薬においてTAM 60％以上、ペ
ニシリン系抗菌薬ではTAM 50％以上となる投与
法が必要であると報告されている。本研究の結果
から連鎖球菌のMIC90に対し最大殺菌効果を得る
投与法はCET  22mg/kg  1日5回投与、CTF  
2.2mg/kg 1日1回投与、CEZ 10mg/kg 1日2回投
与、PCG 10,000unit/kg 1日1回投与であった。黄
色ブドウ球菌に対し最大殺菌効果を得る投与法は
CET 22mg/kg 1日5回投与、CEZ 10mg/kg 1日4回
投与であったが、CTFとPCGは臨床応用可能な投与
法で十分なTAMは得られなかった。E.coliに対し最

大殺菌効果を得る投与法はCTF 2.2 mg/kg 1日2
回投与であったが、CET、CEZ、PCGは臨床応用可能
な投与法で十分なTAMは得られなかった。以上の
結果から、PK/PD解析に基づき、βラクタム系抗菌
薬のウマ感染症に適した投与量と投与方法が明ら
かとなった。
　講演後の質疑応答では、ウマの薬剤耐性菌の発
生状況について質問を受けた。それに対して、ウマ
では飼料添加物として抗菌薬を使用していないた
めか、他の家畜と比較して発生は少ない状況にあ
る。MRSAなどの耐性菌については少数発生を認
めているが、2次診療施設における院内感染が主
で、市中における大規模な発生は認めていないと
返答した。

（黒田泰輔）

○侵害刺激による大腸運動の促進反応に性差がみ
られるメカニズムの解明

堀井和弘（岐阜大学）
　これまでに演者らは大腸内への侵害刺激が下行
性疼痛抑制神経経路を活性化し、大腸運動を亢進
させることを報告してきた。また、その機構には下
行性疼痛抑制神経経路の脊髄後角において、神経
伝達物質であるセロトニンとドパミンの受容体

（それぞれ5-HT2/3、ドパミンD2受容体）が関与す
ることが報告されている。しかし、この反応には性
差が認められ、雌では大腸に侵害刺激を与えても
大腸運動の促進が起こらない。そこで本研究では
この性差の基盤メカニズムについて紹介した。実
験方法は、麻酔下のラットの下行結腸と肛門にカ
ニューレを設置後、消化管内を生理食塩水で満た
すことで大腸内の圧変化と排出される液量を測定
した。その後、侵害刺激としてカプサイシンの大腸
内投与を行い、大腸運動の変化を解析した。雄ラッ
トではカプサイシンを投与すると大腸運動が亢進
したが、雌では変化しなかった。一方、消化管運動
抑制作用を持つGABAの受容体阻害薬を腰仙髄

（L6-S1）部に設置したカニューレを介して脊髄内
へ前投与した後に、同様の大腸刺激を与えると、雄
と雌ともにカプサイシン刺激による大腸運動の亢
進が観察された。さらに、GABA受容体阻害薬に加
えて5-HT2/3受容体阻害薬またはドパミンD2受

容体阻害薬を脊髄内へ前投与して大腸刺激試験を
行った。その結果、雄ではセロトニン受容体阻害薬
とドパミンD2受容体阻害薬の両方で大腸運動の
亢進は消失したが、雌ではセロトニン受容体阻害
薬存在下では消失したもののドパミンD2受容体
阻害薬存在下では消失しなかった。以上のことか
ら、通常の大腸内への侵害刺激による腸管運動の
促進反応は、雌は雄と異なり脊髄内のGABA受容体
の活性化によって抑制を受けていることが明らか
となった。また、そのGABA受容体を阻害した後の
腸管運動の促進反応は脊髄内におけるドパミンの
関与は少なく、セロトニンが主体をなすことが判
明した。これらのことから演者は大腸運動の促進
反応に認められる性差の原因として、侵害刺激に
応答する下行性疼痛抑制神経経路の違いが考えら
れると考察していた。
　ウマにおいてもセロトニン受容体を介する消化
管運動促進効果は知られており、便秘疝などに対
する治療薬として使用されている。消化管運動に
関わる分子的なメカニズムの詳細がさらに明らか
になればより治療効果の高い薬の開発につながる
可能性がある。

○ウマ滑膜由来間葉系幹細胞を用いて作成した立
体構造体による膝関節荷重面の骨軟骨再生

村田大紀（佐賀大学）
　サラブレッドにおける大腿骨の骨嚢胞は育成期
に認められ、軽度から中等度の跛行を示すことが
知られている。また、骨嚢胞はレントゲン検査や関
節鏡検査では関節軟骨および軟骨下骨の欠損を認
めることが多く、これらを良好に治癒させること
が望ましい。演者らは骨嚢胞モデルに滑膜由来間
葉系幹細胞（SM-MSCs）から作製したプラグを移
植した際の治療効果を紹介した。方法は、ポニー３
頭の手根関節の滑膜から分離したSM-MSCsを拡
大培養し、細胞凝集塊を形成させた後に円柱状の
プラグを作製する。プラグを大体骨内側顆に作製
した円筒状の骨軟骨欠損孔（深さ5mm）に移植し
て６ヶ月間経過を観察した。治療効果の評価はCT
検査、MR検査、内視鏡検査、組織学的検査により行
い、プラグを移植していない対照肢と比較した。そ
の結果、CT検査では３頭中２頭で欠損孔が早く縮

小する傾向が認められ、MR検査と内視鏡検査では
関節軟骨が再生している個体が認められた。さら
に組織学的検査において対照肢では骨・軟骨組織
の修復が不完全であったのに対し、移植肢では個
体ごとに治癒程度は異なるものの、軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が対照肢に比べて良好であった。こ
の結果からSM-MSCsから作製したプラグを膝関
節荷重面の欠損孔に移植することで軟骨下骨と硝
子軟骨の再生が可能であると報告した。
　本演題のテーマとなっている骨嚢胞をはじめ競
走馬では関節軟骨や軟骨下骨の修復が十分に期待
できない疾患がある。本演題で作製したプラグは
移植部への生着という点で課題が残るものの、軟
骨や軟骨下骨を再生する有用な治療法となる可能
性がある。また、本研究では移植片として円筒状の
プラグを作製していたが、演者らが用いたバイオ
3Dプリンターで移植部の形状に適合した移植片
を作製することが可能となれば骨嚢胞以外の疾患
への応用が期待できる。

（三田宇宙）

○病理分科会ワークショップ
「家畜感染症の病理－人体病理との交流：第８回馬
感染症を手がかりとして－」
　本ワークショップは牛、豚、鶏、馬などの家畜感
染症の病理について、病理分科会の若い会員の多
くが、実際に家畜の病理解剖や顕微鏡組織検査に
よる病理診断の機会がほとんどなくなってきてい
ることから、家畜感染症の病理を勉強する機会を
提供するとの趣旨で8年前に始められた。各家畜
の感染症の病理に詳しい獣医病理担当者の講演数
題と、人医学の病理の先生の講演1題から構成さ
れるワークショップとして牛、豚、鶏、馬の順で毎
年開催されており、本年の馬の回で２巡となる。
牛、豚、鶏については農研機構動物衛生研究部門や
家畜保健衛生所の病理担当者により講演がなされ
ており、馬については、JRA競走馬総合研究所や馬
産地の家畜保健衛生所の病理担当者が講演してい
る。今回の馬の感染症では、肺に焦点を絞って構成
された。馬の肺感染症の演題としては、監視伝染病
で海外からの侵入の危険性が依然として高い馬イ
ンフルエンザ（JRAの越智、動検の粕谷）、生産地の

子馬の肺炎として依然として問題となっているロ
ドコッカス感染症（JRAの上野）、最近報告が散見
され始めたEHV-5が原因と言われている馬結節性
肺線維症（千葉中央家保の関口）、そして競走馬で
しばしば発生し、重篤化すると復帰が絶望的とな
る輸送性肺炎（JRAの片山）であった。人の肺病理
としては、埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理
検査科の河端美則先生が「肺の汚染と肉芽腫性感
染症」の演題で、珪肺（けいはい）の異物沈着の病
理、ヒト結核の病理、肺サルコイドーシスの病理に
ついて、紹介・説明がなされた。
　以下にJRA病理担当者が行った講演の概要を記
載する。

○馬の輸送性肺炎
片山芳也（JRA競走馬総合研究所）

　わが国の軽種馬は約4万頭飼養されており、そ
のほとんどが北海道の日高・胆振地域で生産され
ている。北海道で誕生した軽種馬は２歳頃まで同
地で飼育・馴致された後、全国の競馬場やトレーニ
ング・センターに移動する。この様な馬の輸送は、
近年は大型バスやトラックを改造した馬運車で行
われている。馬の移動において、若馬が北海道～本
州間の長距離を馬運車輸送されると、何頭かが輸
送中あるいは直後に発熱する。これが馬の輸送熱
で，輸液や抗菌薬の投与で大半は快復する。しかし
解熱しない馬も存在し、それらは肺炎を発症し、輸
送性肺炎と呼ばれる。この状態で治療に成功しな
いと、重篤な胸膜肺炎に移行し、殆どが廃用とな
る。本疾患の環境要因としては、輸送時間（20時間
以上の長距離輸送）、馬運車の仕様ないし車内環境

（塵埃・アンモニアガス濃度・細菌数など）が挙げら
れる。また馬体要因としては、長距離輸送の経験

（年齢）、輸送時の馬の姿勢、体調などが挙げられ
る。臨床所見としては、長距離輸送中あるいは到着
時に見られる発熱（38.5℃以上）があり、大半が一
過性ないし輸送翌日には平熱に復帰する。発熱馬
は発咳や肺胞音の粗励を呈し、気管支肺胞洗浄液

（BALF）の細胞診では好中球の増加が見られる。細
菌検査では S t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus (S.zooepidemicus)がよく分離され
る。治療によっても発熱が継続すると輸送性肺炎

となる。この後、肺炎が重篤化し、胸膜肺炎に移行
すると，BALFや胸水からはBacteroides fragilis（B. 
fragilis）などの嫌気性菌が分離されるようになる。
病理所見としては、輸送直後の発熱例では明瞭な
肺病変が認められない場合も多いが、一部では主
に右肺後葉前部に化膿性気管支肺炎が観察され
る。肺炎ないし胸膜肺炎を呈した症例では、混濁胸
水の増量と右肺後葉前部を中心とした出血を伴う
化膿性気管支肺炎ないし壁側胸膜との線維素性癒
着が見られる。重度な胸膜肺炎の症例では肺実質
は壊疽性に空洞化し、しばしば食渣が認められ、誤
嚥性肺炎と類似の病理所見が見られる。分離細菌
の気管支内への実験的接種では、S. zooepidemicus
の接種３～4時間後に出血を伴った化膿性気管支
肺炎が観察される。そして20時間後には炎症は小
葉間結合組織から連続する肺胸膜に波及する。B. 
fragilisの接種実験では、S.zooepidemicusよりも病
変は軽度であるが、両菌の混合接種実験では、各々
の単独接種時よりも重度な病変が形成される。本
疾患の発症機序としては、長距離輸送の経験が少
ない若馬が初めて輸送されると、強いストレスを
長時間受け、免疫能は低下する。また馬運車内の塵
埃量、環境細菌数、糞尿由来のアンモニア濃度は輸
送時間が長くなるに伴って上昇し、気管・気管支の
線毛上皮のクリアランス能が抑制されて、扁桃な
どの上気道に常在するS.zooepidemicusが下気道に
落下し、化膿性気管支肺炎を引き起こす。本菌は肺
小葉間にも炎症を惹起しやすい性質を有すること
から、連続する肺胸膜に炎症が波及し、胸膜肺炎に
発展しやすい。化膿性肺炎病巣では、第一選択され
るセフェム系抗菌薬の感受性や発咳に伴う誤嚥な
どにより、S.zooepidemicusに代わって嫌気性菌が
増殖することで壊疽性肺炎に悪化し、治癒は極め
て困難となる。
　本公演に対し、扁桃に常在するS.zooepidemicus
などが増加することで、肺炎が起こりやすくなる
のではないかとの質問がなされたが、その点につ
いては、実験的長時間輸送の馬での解析で、発
熱初期の肺炎が見られた馬の扁桃における
S.zooepidemicusの菌数は、発熱が見られなかった
馬よりも多かったとのデータを有しており、その
ような病態も本病の発症機序の一つかもしれない

と回答された。また輸送性肺炎を防ぐための馬運
車内の環境要因対策としては何が考えられるのか
との質問もあり、糞尿から発生し、気管粘膜上皮の
線毛に影響を与えるアンモニアガスについては、
輸送時間の増加に伴って濃度が上昇することを確
認しており、アンモニアガス発生源の糞尿を取り
除くことを対策の一つとして紹介した。本病の病
態は不明な点もいまだ多く、さらなる研究の発展
が望まれる。

（片山芳也）

○子馬のロドコッカス肺炎
上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）

　子馬のロドコッカス肺炎は、Rhodococcus equi
を原因とする難治性の細菌感染症である。R. equi
は好気性、非運動性のグラム陽性球桿菌であり、抗
酸性も有している。R. equiには多数の系統が存在
し、マウスLD50値を基準に強毒株、中等度毒力株、
および無毒株の3種類に分類されているが、馬に
形成された病変部からは主として強毒株が分離さ
れている。病原性を有す菌株はマクロファージ内
での生存および増殖する能力をもつが、これは被
貪食後にファゴソームの成熟やリソソームの融合
を妨げることによる。なおR. equiは、HIV感染患者
や臓器移植患者など免疫機能が低下しているヒト
における感染も報告されている。R. equiの主な感
染源は、同菌に汚染された土壌である。このため汚
染土壌を介し地方病的に集団発生を引き起こす場
合もある。当研究所において、土中における本菌の
長期生残性について調査したところ、室温下では
84日間にわたる生存が確認された。土壌への消毒
薬散布は持続的な効果が低いことから、汚染され
た放牧場では客土（土の入れ替え）を実施し、表土
中の菌数減少ならびに暴露機会の低減を図ってい
る。R. equiの主要な感染経路は経気道であり、感染
子馬のほとんどは肺炎を原発病巣としている。主
として3週～6ヶ月齢の子馬に本症は見られ、特に
30～50日齢に多発する。罹患した子馬は、発熱

（38.5～40.0℃程度）を示し、漸次、発咳などの呼吸
器症状を呈すが、この後、適切な治療が施されず症
状が進行すると、鼻翼の拡張や腹式呼吸など呼吸
困難に伴う症状が現れ、やがて衰弱・意識障害に至

る。なお、初乳非摂取の子馬を用いたR. equi強毒株
感染実験では、発熱や発咳などの初期症状発現ま
でに接種後10日～2週間を要している。また、明確
な臨床症状を示すことはまれであるが、小腸パイ
エル板や前腸間膜リンパ節に化膿性病巣が見られ
る場合がある。これは、線毛運動により肺から咽喉
頭まで押し上げられたR. equi菌体を含む滲出物が
嚥下されたのち、小腸パイエル板のM細胞などを
介し体内へ取り込まれることにより形成された病
変であると考えられている。肺病変は化膿性肉芽
腫性気管支肺炎であり、肉眼的には孤在性ないし
多発性の結節性病巣が観察される。結節性病巣の
大きさは1～10cmと様々で、いくつかの病巣が融
合し拡大することもある。また明瞭な結節性病変
を形成せず、多数の微小な化膿性肉芽腫性病巣が
生じる場合もある。一般的に病巣は、後腹側の両肺
葉に好発するが、重症例では殆どの肺葉が影響を
受ける。多くの結節性病巣は周囲との境界が明瞭
であるが、線維性組織により周囲肺実質とは区分
されていない。病巣内部は白色ないし黄褐色を呈
し、時間経過に伴い乾酪化あるいは融解する。肺病
変に付随し気管支リンパ節は水腫性に腫大するこ
とが多く、内部に乾酪壊死病巣を含むことがある。
組織学的な初期病変は化膿性気管支肺炎である。
感染4日後までに肺胞や気管支内には、多数のマ
クロファージや好中球、ならびに少数のリンパ球
や形質細胞が充満する。病変の進行に伴い、壊死は
肺胞中隔を含み拡大し、肉眼で検出可能な乾酪壊
死巣の形成に至る。同病巣では細胞屑、好中球、マ
クロファージの他、フィブリンの析出、水腫などが
認められる。また病巣内やその周囲で見られる大
型化マクロファージや多核巨細胞の細胞質にはグ
ラム陽性細菌も観察される。
　本発表に対して、感染実験においてR. equiを相
当量気管内接種したにも関わらず、症状発現まで
数日を要した理由について質問があった。演者の
推察ではあるがR. equiがマクロファージ内で生存
可能な菌であること、またマクロファージ内で増
殖した結果マクロファージの破壊に至り、さらに
漏出した酵素などにより周囲組織を損傷するとい
う経過を考慮すると、症状の発現あるいは明瞭な
病変の形成までには一定期間を必要とするのでは

ないかと回答した。
（上野孝範）

○馬インフルエンザの病理
越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）

　馬インフルエンザ (EI) は、オルソミクソウイル
ス科インフルエンザウイルス A の馬インフルエ
ンザウイルス (EIV) により引き起こされる馬の急
性呼吸器疾患である。EIV の感染様式は飛沫ある
いはエアロゾル感染であり、その感染力は非常に
強い。そのため、集約的に飼養されている馬群に 
EIV が侵入すると、短期間に多数の馬が感染し、競
馬や馬術大会の中止などの経済的・社会的影響が
生じる。A型インフルエンザウイルスは、エンベ
ロープ表面のヘマグルチニン (HA) とノイラミニ
ダーゼ (NA) の抗原性により、HA は 16 種、NA は
9 種の亜型に分類される。馬からは H7N7 および 
H3N8 が分離されている。H7N7 は、1956 年に
チェコスロバキアで分離されて以降、世界各地で
流行が認められた。しかし、1978 年を最後に馬か
ら分離されていない。一方、H3N8 は1963 年に米
国で分離され、現在も世界各地で流行がみられる。
H3N8 は、1980 年代にヨーロッパ系統とアメリ
カ系統に分岐し、近年ではアメリカ系統からフロ
リダ亜系統 (クレード1 ならびにクレード 2) が派
生し、流行している。EI は季節を問わず流行し、ヒ
トの季節性インフルエンザとは異なる。感受性馬
群における EI 罹患率は 60～90% 以上で、発熱、
鼻汁、乾性咳嗽、沈鬱ならびに食欲不振などの臨床
症状を呈す。感染例の多くは対症療法により良化
し、死亡率は 1% 以下である。一部の馬では、二次
的に β溶血性連鎖球菌などによる細菌性肺炎や
胸膜炎を続発する。2007 年にオーストラリアで
発生したEIでは、死亡例の多くに化膿性気管支肺
炎が認められた。JRA 総研で実施したEIVの感染実
験では、ウイルス接種2～3日後に鼻粘膜、気管お
よび気管支に線毛上皮の変性・壊死および線毛の
脱落、杯細胞の減数が観察された。免疫組織化学的
検索では、鼻粘膜・気管および気管支上皮に EIV 抗
原が認められた。接種 7～14 日後には、気管・気管
支上皮細胞の増生あるいは扁平上皮化生や肺にお
ける II 型肺胞上皮細胞の増生を伴う化膿性気管

支肺炎が観察された。このような線毛上皮あるい
は線毛の変性によって、気道表面のクリアランス
機能が低下し、上気道の常在菌の下気道への侵入
を容易にすることで、気管支肺炎などの重篤な病
態を招来すると考えられる。EIVを含むインフルエ
ンザウイルスは、シアル酸 (SA) を末端にもつ糖鎖
をレセプターとして用いる。インフルエンザウイ
ルスのレセプターは、由来する動物種によって異
なる。馬あるいは鳥由来のインフルエンザウイル
スは、シアル酸がガラクトースにα2-3結合 (SAα
2,3Gal) したものを特異的に認識する。一方、ヒト
由来インフルエンザウイルスは、SAα2,6Gal を認
識する。馬の呼吸器では、鼻粘膜、気管および気管
支にSAα2,3Galが分布していたが、細気管支には 
SAα2,3Gal は認められなかった。このことから、
これらのSAα2,3Gal陽性細胞が EIV の初感染に
重要であると考えられる。
　インフルエンザ発症時の肺炎の特徴ならびにヒ
トのインフルエンザとの相違点に関しての質疑が
あった。馬のインフルエンザでは、上気道の粘膜上
皮の変性や壊死に加えて、肺に水腫，硝子膜の形成
やII型肺胞上皮細胞の増殖などが認められる。し
かし、肺組織からはウイルス抗原は検出されない。
これは，ヒトの季節性インフルエンザにおけるイ
ンフルエンザ性肺炎と類似した所見である。ヒト
インフルエンザでは、ウイルス感染による高サイ
トカイン血症とこれによる過剰な応答が，肺炎の
要因であると推察されている。EIにおいても、同様
の機序で肺が障害されていると考えられる。

（越智章仁）

○輸入肥育用馬における馬インフルエンザの発生
と死亡馬の病理学的検索

粕谷和史ら（農林水産省動物検疫所門司支所）
　海外からの馬の用途別の輸入状況としては、平
成28年の統計で繁殖用115頭、競走馬222頭、乗用
191頭、肥育用3,488頭となっており、肥育用馬が8
割を超えている。肥育用馬の輸出国はカナダが主
で、フランス産が増加傾向にある。検疫対象動物の
輸入は、日本と輸出国間で設定された家畜衛生条
件に基づき輸出検査が行われ、臨床的に異常を認
めないことの確認のほか、馬インフルエンザ（EI）

については、出国検疫開始前1年以内に4から6週
間隔で2回のワクチン接種が義務付けられてい
る。日本に到着した馬は、動物検疫所の係留施設に
収容され10日間の輸入検疫を受ける。
　当該馬群は門司支所に収容されたカナダ産肥育
用馬114頭(1～12歳齢・1～2歳がほとんど)で、カ
ナダ政府発行の検査証明書には、EIの発生がない
農場由来の馬であり出国検疫期間中に伝染性疾病
の兆候を認めなかったこと、EIワクチンを5週間隔
で2回接種されたことなどが記載されていた。収
容初日から鼻汁を呈する個体が散見され、その内
の１頭が迅速抗原検査および遺伝子検出検査で陽
性となり、翌日以降も鼻汁漏出、発咳などの臨床症
状を呈した個体について検査を継続し、陽性馬は
分離飼育したものの、検疫7日目には全頭が陽性
となった。その後、馬群全体の臨床症状は終息に向
かい、全頭が陽性となった日から14日後（検疫21
日目）の遺伝子検査で全頭陰性を確認したことか
ら、解放された。EIの発生から検疫前半に4頭が死
亡し、14日目に1頭が死亡した。
　病理学的検索においては、検疫前半に死亡した
4頭では、肺で中等度から重度な充鬱血および軽
度な出血が広範囲に見られ、肺胞腔内には漿液の
貯留を認めた。また、区域気管支などでは中等度の
粘膜上皮細胞の壊死および脱落が広範囲に見ら
れ、腔内への粘液貯留も顕著であった。抗A型イン
フルエンザMatrix蛋白抗体を用いた免疫組織化学

（IHC）では、それらの気管支の粘膜上皮細胞およ
び腔内の貯留物で陽性反応が認められた。その他
の臓器には異常は見られなかった。一方、検疫14
日目に死亡した1頭については、グラム陽性球菌
を伴う化膿性壊死性気管支炎・胸膜炎と診断され、
肺からStreptococcus equi subsp.zooepidemicusが
分離された。検疫前半に死亡した4頭は、EIに起因
したものと推察された。当該馬群から分離された
EIウイルスは、分子系統解析の結果、フロリダ亜系
統Clade1に属し、近年の北米分離株と近縁である
ことが明らかとなった。また、当該馬群のEI HI抗
体価は初回採血血清で低値を示し、馬群全体でEI
に対する免疫レベルが十分でなかった可能性を示
唆した。
　今回のように免疫レベルが不十分な（さらに若

齢馬）馬群においては、発症の早い段階で死亡する
馬が認められること、検疫施設という限られた環
境下では全頭に感染が拡大することが、明らかと
なった。また、検疫14日目に死亡した1頭について
は、EIからの２次感染なのか、輸送ストレスによる
輸送性肺炎を発症もしくは併発していた可能性も
考えられた。

○競走馬の急性腸炎に血漿輸液療法を実施した
11例

野村基惟ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　競走馬の急性腸炎は致死率が高く、特に生体の
抗凝固因子であるアンチトロンビン（AT）活性が
持続的に低下した場合、予後が悪いことが報告さ
れている。医学領域では、AT活性を基準として凝
固因子の補充を目的に血漿輸液療法が適用されて
おり、本研究においてもその有用性について検討
した。
　2017-18年に栗東トレーニング・センターで急
性腸炎と診断されたサラブレッド種競走馬のう
ち、AT活性が正常（176-214％）の50％以下となっ
た症例に、ユニバーサルドナーまたはサラブレッ
ドの血漿を3-4L、複数回投与した。症例を回復群6
例、致死群5例に分類し、血漿投与開始日（Day0）か
ら4日間の検査値を対応のないt検定を用いて比較
した。Day0およびDay3のAT活性の平均値は、回復
群は100 .1％から126 .1％へ上昇、致死群は
102.0％から83.0％に低下し、Day3では回復群で
有意に高かった（P<0.05）。また、Day0の活性化部
分トロンボプラスチン時間（APTT）の平均値は、回
復群で53.9秒、致死群で74.6秒となり、致死群で有
意に延長していた。
　血漿輸液療法により、AT活性が顕著に低下した
症例群のうち、約半数はAT活性が改善して治癒に
至った。しかし、投与開始時点でのAT活性低下は
同程度であっても、APTTの延長など凝固異常がよ
り進行していると考えられる症例では、AT活性は
改善せず予後も悪かった。
　競走馬の急性腸炎は、なすすべもなく死亡する
事もあり、その治療法については試行錯誤が続い
ているのが現状である。この血漿輸液療法につい
ても、投与量や投与期間については、更なる検討が

必要であろう。それには血漿の備蓄増量も必要で、
すなわちユニバーサルドナーの確保と維持も課題
となってくる。

（古角　博）

○マウスモデルによるウマロタウイルスワクチン
の評価

根本　学ら(JRA競走馬総合研究所）
　ウマロタウイルスは子馬に下痢を引き起こすウ
イルスであり、G3P[12]およびG14P[12]型が世界
中で蔓延している。わが国では、G3P[12]型ウイル
スをワクチン株とする不活化ワクチンが使用され
ている。本ワクチンは妊娠馬にワクチンを接種し、
特異抗体を豊富に含む初乳を子馬に与えることで
免疫効果をもたらす。しかし、本ワクチンのG14P
[12]型ウイルスに対するワクチン効果を評価した
研究はほとんどない。本研究では、乳飲みマウスを
用いてG3P[12]およびG14P[12]型ウイルスに対す
るワクチン効果を評価した。
　感染実験にはSlc:ddYマウスを用いた。親マウス
にG3P[12]型をワクチン株とする市販不活化ワク
チン(G3ワクチン群)またはG14P[12]型ウイルス
をワクチン株とする自作不活化ワクチン(G14ワ
クチン群)を2回接種し、ワクチン接種後に交配さ
せた。生後3-4日目の乳飲みマウスに対してウイル
スを経口投与し、ウイルス感染から3日間、乳飲み
マウスの糞便状態を観察した。攻撃ウイルスには、
G3P[12]型2株およびG14P[12]型2株を使用した。
またコントロールとしてワクチン未接種マウスか
ら産まれた乳飲みマウスを用意して同様の試験を
行った（未接種群）。そしてワクチン接種および未
接種群間で下痢の発症率を比較した。
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃した場
合、未接種群と比較してG3およびG14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。一方、G14P
[12]型ウイルスで攻撃した場合では、未接種群およ
びG3ワクチン接種群と比較して、G14ワクチン接種
により有意に下痢の発症率は低下した。以上の結果
は、現行G3ワクチンにG14P[12]型ウイルスをワク
チン株として追加する必要性を示している。

【参考文献】
Nemoto M, Inagaki M, Tamura N, Bannai H, 

Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H.　Evaluation 
of inactivated vaccines against equine group A 
rotaviruses by use of a suckling mouse model. 
Vaccine. 2018. 36(37):5551-5555.

○H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染動物の捕食による野生イタチ類へのウイルス
伝播の可能性

笛吹達史ら（鳥取大学）
　近年H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス（HPAIV）が家禽や野鳥で流行を起こしてい
る。農場内の家禽への感染源は特定されていない
が、HPAIV感染野鳥から野生哺乳動物を介した家
禽への伝播の可能性が懸念されている。本研究で
はイタチによる感染野鳥の捕食による伝播の可能
性を検証するために、HPAIV感染鶏肉の摂食によ
る野生イタチ類の経口感染について検討した。
　農場で捕獲したニホンイタチ3匹および
チ ョ ウ セ ン イ タ チ 1 匹 に H P A I V

（A/chicken/Shimane/1/2010株）感染鶏肉30～
50g（108EID50相当）を摂食させた後、2週間の臨床
症状の観察、ウイルス排出状況、および抗体応答を
調査した。
　結果、全てのニホンイタチで感染肉摂食の翌日
から5～7日目まで、口腔スワブ中にウイルスが検
出され、1匹は鼻腔スワブからも検出された。チョ
ウセンイタチは摂食翌日から7日目まで口腔また
は鼻腔スワブからウイルスが検出された。全ての
イタチは臨床症状を示さず、高力価のウイルス排
出を認めたニホンイタチ2匹とチョウセンイタチ
で血清中HI抗体の陽転を認めた。
　以上の結果から、イタチ類のHPAIVの経口感染
を確認することができた。本研究内容は、農場周辺
の水場などでHPAIV感染野鳥を捕食した野生イタ
チ類が感染し、その後農場に侵入して家禽への感
染源となる可能性を示している。
　本研究は、感染野鳥が直接侵入できない農場に
おいてもHPAIVが発生する理由の一端を解明する
重要な研究である。野生動物を農場に侵入させな
いようにすることにより、HPAIVの発生を予防す
ることが期待される。

（根本　学）
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