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第3中手骨々折および第3中足骨々折の手術成績

○光田健太・吉原英留（栗東）・三田宇宙（総研）・石川裕博（栗東）

【背景と目的】
　第3中手骨（以下McⅢ）および第3中足骨（以
下MtⅢ）顆骨折は競走馬において一般的に認
められる骨折であり、螺子固定術による予後
は良好な疾患である。本会でもこれらの症例
に対して螺子固定術やプレート固定術を実施
している。しかし、近年、手術成績に関する大
規模な調査は実施されていないのが実状であ
る。そこで我々は、McⅢおよびMtⅢ顆骨折の
発症状況と手術に関する基礎データをまとめ
ること、本会の現状と諸外国における報告と
の比較および手術の効果を検証することを目
的として調査を実施した。

【材料および方法】
　1998年から2017年に本会施設内において
McⅢまたはMtⅢ顆骨折を発症したサラブ
レッド種競走馬、延べ1,185頭を調査対象と
した。本会診療記事をもとに骨折部位を内顆
または外顆に分類し、対象馬のうち本会で手
術を実施したものをOPE群、手術していない
ものを保存群とした。調査項目は、発症延べ頭
数、競走復帰率、休養期間、再骨折とした。競走
復帰率は、骨折発症後に中央競馬または地方
競馬で出走したものを競走復帰したものとし
て算出し、骨折発症後、繁殖入りした馬は競走
復帰率から除外した。また、発症日から出走ま
での日数を休養期間として算出した。再骨折
は同一肢の骨折を発症したものとし、OPE群
と保存群で頭数の内訳を調査した。

【結果】
　発症延べ頭数はMcⅢ/MtⅢともに1998年
が最も多く（McⅢ;71頭/ MtⅢ;43頭）、徐々に
減少して近年は概ね横ばいであった。特にMt
Ⅲの骨折発症頭数は2012年以降一桁まで減
少していた(図1)。骨折部位別の発症頭数は
McⅢ/MtⅢともに外顆が多く、頭数は内顆と

比較して約2倍～2.5倍であった。競走復帰率
はOPE群と保存群の比較においてMcⅢ/MtⅢ
ともに内顆では有意差は認められなかったの
に対し、McⅢの外顆ではOPE群;67.6%、保存
群;40.5%でOPE群の方が有意に高かった

（p<0.05）。また、MtⅢの外顆ではOPE群;
86.2%、保存群;44.1%でOPE群の方が有意に
高かった（p<0.05）(図2)。休養期間は中央値
260.0日～318.5日でMcⅢ/MtⅢともに発症
部位および群間に有意差は認められなかった
(図3)。再骨折はMcⅢの保存群で有意に多く

（25/26頭）発症し、MtⅢは群間に差はなかっ
た。さらに、保存群で致死性骨折を発症した馬
はMcⅢ;2頭/MtⅢ;1頭であるのに対し、OPE
群で致死性骨折を発症した馬は、McⅢ/MtⅢ
ともに0頭であった(図4)。

【考察】
　McⅢ/MtⅢともにOPE群の競走復帰率が高
く、特に外顆骨折は有意に高率であった。ま
た、本調査結果は既報の競走復帰率と同等の
結果であったことから、競走復帰の為に手術
を実施することは有用であると考えられた。
休養期間については海外での既報と概ね一致
しており、手術による休養期間への影響は少
ないと考えられた。しかし、内顆骨折は螺旋状
に骨折線が認められるなど、重症度が高い症
例も多く、競走復帰率や休養期間に影響する
可能性が考えられた。再骨折については、Mc
ⅢのOPE群で有意に発症頭数が少なく、さら
にMcⅢ/MtⅢともにOPE群で致死性骨折を発
症した馬はいなかった。このことから、McⅢ
およびMtⅢ顆骨折に対して螺子固定術を実
施することで、致死性骨折を含む再骨折の発
症を予防できる可能性が示唆された。



（93）

図1　発症延べ頭数(1998-2017年) 図3　休養期間

図2　骨折部位別発症延べ頭数・競走復帰率 図4　再骨折の内訳
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腕節構成骨剥離骨片摘出術を実施した症例における
骨折部位が予後に及ぼす影響について

○三田宇宙・福田健太郎・黒田泰輔・田村周久（総研）
藤木亮介・荒木成就（美浦）・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　腕節構成骨剥離骨折は競走馬において最も
発症頭数が多い骨折である。海外では腕節構
成骨の骨折部位は競走復帰率や競走成績など
の予後に影響を与える因子の一つであること
が報告されているが、日本での報告はない。そ
こで、本研究ではJRAにおける腕節構成骨の
骨折部位が予後に及ぼす影響について回顧的
に調査した。

【材料と方法】
　2012～2014年に美浦TCで関節鏡による腕
節構成骨剥離骨片摘出術を実施した症例を対
象にした。骨折部位以外の因子が予後に及ぼ
す影響を少なくするため、①骨折歴が無い、②
単一の骨のみ骨折、③軟骨損傷グレードがⅡ
以下、④骨折が関節包まで達していない、とい
う4条件を全て満たす303症例を解析した。症
例を橈骨遠位端骨折（Rad: 211頭）、中間手根
骨近位骨折（CiPro:7頭）、橈側手根骨近位骨折

（CrPro：7頭）、橈側手根骨遠位骨折（CrDis：53
頭）、第3手根骨々折（C3：25頭）の5群に分類
した。予後の指標として、①競走復帰率、②競
走復帰までの日数、③発症後3年間のJRA競走
への出走回数、④同一骨の再骨折率および手
術後に同一関節内の別の骨に発生した骨折を
含めた再骨折率を各群間で比較した。なお、地
方競走に復帰した症例は正確な後追い調査が
困難であること、さらにJRA競走と地方競走
の間で競走体系が異なることから、予後の指
標②～④についてはJRA競走復帰群のみを対
象に解析した。

【結果】
　JRA競走への競走復帰率はRad、CiPro、
CrPro、CrDis、C3の順に76.3、71.4、71.4、

66.0、84.0％、地方競走を含めると92.9、100、
85.7、84.9、100％（図1）、競走復帰までの日数
の中央値は同順に216、228、211、217、229
日（図2）、復帰後出走回数の中央値は6、10、4、
5、5 回（図3）であり、これらの指標で各群間
に有意な差を認めなかった。同一骨の再骨折
率はRad、CrDis、C3の順に16.1、5.7、33.3％で
C3はCrDisに比べ有意に高かった。また、同一
関節内に発生した再骨折率は19.9、14.3、
42.9％でC3はRad、CrDisに比べ有意に高かっ
た（図4）。なお、CiPro、CrProは再骨折症例を
認めなかった。

【考察】
　本研究から骨折部位が競走復帰までの日
数、競走復帰率、復帰後出走回数などの予後に
及ぼす影響は少ないことが示唆された。各群
の競走復帰までの日数は海外の既報と比較し
て長く、このことが全群に共通した良好な復
帰率と競走回数に結びついている可能性が考
えられた。しかし、再骨折率の比較からC3は
再骨折のリスクが最も高い部位であることが
示唆された。この結果は少ない症例数から得
られた成績だが、C3は他の構成骨の骨折より
軟骨損傷面積が広く、予後が悪いとする報告
を支持している。よって、今後はC3手術後の
再骨折の予防に努める管理方法を検討する必
要があると思われた。
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図1　競走復帰率 図3　復帰後競走回数

図2　競走復帰までの日数 図4　再骨折率
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サラブレッド１歳馬における頸椎X線検査所見の保有状況に関する調査

○佐藤文夫（日高）・池田寛樹（HBA）・安藤邦英（BTC）・竹部直矢（宮崎）
村瀬晴崇・遠藤祥郎・冨成雅尚（日高）

【背景と目的】
　育成期の若馬にしばしば発症するｳｫﾌﾞﾗｰ症
候群（腰痿）は､主に後躯の運動失調や不全麻
痺などの神経症状を呈する疾患である。主な
原因は､頸椎配列の変位、関節面の離断骨片や
肥大による脊柱管の狭窄を原因とする脊髄神
経軸索の圧迫変性であり､近年､その病態から
頸椎狭窄性脊髄症（CVSM：Cervical Vertebrae 
Stenotic Myelopathy）という病名が相応しい
とされている。しかし、このCVSMに関する報
告には､発症馬の頸椎Ⅹ線検査所見や病理所
見については多いものの､健常馬の頸椎X線
所見については殆どみられない。そこで本調
査では､1歳健常馬における頸椎Ⅹ線検査所
見の保有状況について明らかにすることとし
た。

【材料と方法】
　過去3年間（2015-2017）に､国内で開催さ
れたサラブレッド1歳市場で購買された健常
馬および日高育成牧場で生産された健常馬の
合計240頭（牡122頭､牝118頭）を用いて､入
厩後（10月：15-20ヶ月齢）に頸椎X線検査（左
右水平像）を実施し､頸椎配列の変位および頸
椎関節突起の離断骨片､肥大所見の保有状況
について解析した。
　また、馴致・調教開始（10月）から翌年4月ま
での間、不全麻痺などの神経症状発症の有無
も調査した。

【結果】
　頸椎配列の変位は4.2%（牡9､牝1）の馬にみ
られ､全て第3-4頸椎間であった。関節面の離
断骨片は17.1%（牡27､牝14）の馬にみられ､
主に第5-6-7頸椎間であった。関節面の肥大は
5.4%（牡8､牝5）の馬にみられ､全て第5-6-7頸
椎間であった（表１、図１）。これらの馬は翌年

4月までの6ヶ月間､馴致および騎乗調教が実
施されたが､その間に不全麻痺などの神経症
状を発症する個体はいなかった。

【考察】
　健常1歳馬の頸椎にもCVSM発症要因とな
りうるX線検査所見が多くみられることが明
らかになった。理由は知られていないが、
CVSMの発症は牡馬に多いことが知られてい
る。今回の調査においても頸椎X線所見の保
有状況は牡馬に多く認められることが明らか
になり、既報の結果を裏付けるものとなった。
　頸椎X線検査有所見馬は、すべて発症には
至ることは無かったことから、これらの所見
は四肢関節に多く認められるDOD所見と同様
にありふれた所見であると考えられた。しか
しながらこれらの所見は発症馬の頸椎には頻
繁に認められる所見であり脊髄神経の変性を
引き起こす原因となることが知られているこ
とから、今後、症例数を増やし、所見の程度と
発症との関係について明らかにすることが重
要であり、発症予測や発症馬の予後判断にも
活用できる知見になると考えられた。
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表１　頸椎X線所見の保有状況

図１　供試馬に認められた頸椎X線所見の例
A：頸椎配列の変位
B：頸椎関節面の離断骨片
C：頸椎関節面の肥大
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競走馬の角膜真菌症に関する回顧調査（1998年-2017年）

○青木基記（栗東）・黒田泰輔・内田英里・丹羽秀和（総研）・石川裕博（栗東）

【背景と目的】
　角膜真菌症はヒトやウマでみられる疾患
で、角膜深部にまで感染が進行するため、重篤
化すると失明に至る場合もある。本疾患は各
国で報告されているが、地域によって病態、菌
類、薬剤感受性が異なることが知られている。
国内でも症例報告はあるものの、十分な症例
数に基づく角膜真菌症の特徴は明らかになっ
ていない。そこで本調査では、国内の競走馬に
おける角膜真菌症に関する傾向と治療成績に
ついて回顧調査を実施した。

【材料と方法】
　1998年から2017年の期間において、JRA施
設内にて採材した角膜スワブ154頭のうち、
培養検査により真菌が分離され、角膜真菌症
と診断した競走馬24頭について調査した。調
査項目は、発症時期と初診療場別に角膜スワ
ブを採材した頭数における真菌が分離された
頭数の割合（真菌分離率）、加療中の臨床所見
の特徴、接合菌とその他の糸状菌ごとの予後
および治療日数とした。また、初診時穿孔済み
などの3頭を除いた21頭において、最初に選
択した抗真菌薬により、ボリコナゾール群

（12頭）とミコナゾール群（9頭）に分類し角膜
穿孔の頭数と抗真菌薬投与開始からの治療日
数を比較した。

【結果】
　時期別の真菌分離率は、夏季（7~9月：
23.6%）が他の季節（8.5%）に対して有意に高
く（図1）、初診療場別では、栗東（20.7%）が美
浦（8.3%）に対して有意に高かった。初診時の
創直径は小さい症例が多く、治療中の画像を
確認できた15頭中12頭で角膜表面に溝の形
成が認められた（図2）。菌類別の予後につい
ては、糸状菌（50.6 ± 21.8日）が接合菌（30.7 
± 20.1日）より治療日数が長くなる傾向がみ

られた（図3）。抗真菌薬の比較においては、ミ
コナゾール群では角膜穿孔症例はなく、ミコ
ナゾール群（25.4 ± 16.0日）がボリコナゾー
ル群（48.8 ± 18.8日）より有意に治療日数が
短かった（図4）。

【考察】
　海外では角膜真菌症は高温多湿の季節や地
域に多いことが報告されており、日本におい
ても季節性および地域性が確認された。症状
の特徴としては、初診時の創は小さく、多くの
症例でその後に溝の形成が認められたが、細
菌性角膜炎などの他疾患との類症鑑別には、
創の深さや疼痛の客観的な評価が必要である
と考えられた。ボリコナゾールはウマから分
離された真菌に対して最も広いスペクトルを
持つことが報告されており、一般的に第一選
択薬として使用されている。しかし、本調査で
はミコナゾールを第一選択薬とした症例の治
療成績が良い傾向がみられた。これには二つ
の抗真菌薬の薬剤感受性の差による可能性も
あるが、細菌への菌交代症や併用薬などの抗
真菌薬以外の因子による影響も考えられる。
今後は前向き研究も含めた更なる検証が必要
である。
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図1　時期別の真菌分離率 図3　菌類別の所見と予後

図2　角膜真菌症所見 図4　薬剤別の治療成績
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美浦トレーニング・センターおよびその周囲における蚊の疫学調査

○越智章仁・根本　学（総研）・美浦防疫課・太田　稔（総研）
青沼宏佳・嘉糠洋陸（東京慈恵会医科大学）・上野孝範・片山芳也（総研）

【背景と目的】
　ゲタウイルス，日本脳炎ウイルスや糸状虫
などの病原体は蚊によって媒介されるため，
これら感染症の発生は蚊の生態に関連してい
る。演者らは，2016年から美浦トレーニング・
センター（TC）およびその周囲の牧場で蚊の
捕集を行なっている（2016年本発表会）。本発
表では，2017年に捕集した蚊における病原体
の保有状況を報告する。

【材料と方法】
　美浦TC内の7地点（競走馬診療所，乗馬苑屋
外および同厩舎，北通用門，北の杜地区，坂路
裏，森林馬道）および2つの周辺牧場を調査地
点とした。蚊の捕集には，CDCライトトラップ

（誘引源としてドライアイス1 kg/24時間を
併用）を用いた。調査は，2017年5月24日～11
月22日に，約2週間間隔で実施し，午後1時か
ら約24時間捕集した。捕集した蚊は，形態学
的特徴に基づいて分類し，捕集日および採取
地点別に最大50匹を1プールとする蚊乳剤を
作製した。蚊乳剤からDNAおよびRNAを抽出
し，PCR法あるいはRT-PCR法でゲタウイルス

（GTEV），フラビウイルス（FLV）ならびに糸状
虫の保有状況を検索した。得られたPCR産物
は，シークエンス解析ならびにBLAST検索を
行った。

【結果】
　本調査では，10種類1286匹の成虫が捕集
された(図1)。その内訳は，コガタアカイエカ
729匹（56.7%），ニセシロハシイエカ群174匹

（13.5%），キンイロヤブカ147匹（11.4%），シ
ナハマダラカ81匹（6.3％），アカイエカ群69
匹（5.4%），ヒトスジシマカ47匹（3.7%），ヤマ
トヤブカ28匹（2.2%），オオクロヤブカ4匹

（0.3%），ハマダライエカ4匹（0.3%），キンパラ

ナガハシカ3匹（0.2%）であった。これら捕集
蚊から234プールの乳剤を作製し，GTEV特異
的RT-PCRを実施したところ，96プールからゲ
タウイルス遺伝子が検出された（図2）。また，
キンパラナガハシカからはGTEV特異的
RT-PCRで遺伝子増幅が認められたものの，
BLAST検索では既知の病原性FLVとの相同性
は低かった。なお，糸状虫の遺伝子は検出され
なかった。

【考察】
　GTEVの主要なベクターであるコガタアカ
イエカを含む10種が捕集され，全種から
GTEV遺伝子が検出された。2017年には美浦
TC内ではGTEV感染症の発生は認められな
かったが，TCおよびその周囲に生息している
蚊はGTEVを保有していたことが明らかとな
り，TCおよびその周囲におけるGTEV感染症
の発生リスクは依然として高いと考えられ
た。また，小動物を吸血する種からもGETV遺
伝子が検出されたことから，これらの蚊が美
浦TC周囲におけるGETVの維持に関与してい
ることが推察された。一方，今回の調査では，
病原性FLVおよび糸状虫は検出されなかっ
た。本調査で用いたFLV検出用プライマーは
各ウイルスに特異的なプライマーに比べて検
出感度が低いことが知られている。今後，日本
脳炎ウイルスなどの再検索を行う必要がある
と考えられた。
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図1

図2
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暑熱環境における効果的な馬体冷却法の検討

○高橋佑治・大村　一・向井和隆（総研）・塩瀬友樹（常磐）・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　暑熱環境で運動すると、競走馬も熱中症を
発症することが知られている。気温、湿度、輻
射熱を考慮したWet Bulb Globe Temperature
(WBGT)が増加すると平地競走後の熱中症発
症率も増加し、特に28℃を超えると顕著に増
加するため(unpublished data)、このような暑
熱環境における熱中症予防は、動物福祉上重
要である。暑熱環境では生体からの放熱が少
ないため、予防には積極的な馬体冷却が不可
欠となる。国際的に推奨される冷却方法は、氷
水をかけて汗こきを繰り返すことだが、その
他の冷却方法と比較した研究は少ない。そこ
で、本研究では様々な冷却方法を比較し、どの
ような冷却方法が効果的なのかを検討した。

【材料と方法】
　5頭の健康なサラブレッド(雄1頭、雌2頭、
去勢雄2頭、6.0±2.5歳)を用いた。WBGT31～
32℃の環境で、肺動脈血温が42℃に到達する
までトレッドミルで運動(6%傾斜10 m/sで4
分程度)させた後、以下の5条件で30分間、馬
体冷却効果を比較した。条件は、常歩のみ(冷
却なし)、常歩＋風速3 m/sの扇風機(扇風機)、
常歩＋3分おきに10℃の冷水＋汗こき(冷水
＋汗こき)、常歩＋3分おきに10℃の冷水のみ
(冷水のみ)、枠馬で駐立させて25~28℃の水
道水をかけ続ける(シャワー)とした。扇風機
以外の常歩は風速1.7 m/sの風をあてた。冷却
中は、肺動脈血温、血漿中乳酸濃度を3分おき
に、直腸温は15分おきに測定した。肺動脈血
温は39℃以下を示す時間(30分を超えるもの
は30分とした)、直腸温と血漿中乳酸濃度は
30分後の値を比較した。統計処理は有意水準
5%で反復測定分散分析を用い、多重比較は
Ryan法で行った。

【結果と考察】
　肺動脈血温が39℃以下となるまでの平均
時間は、冷却なしでは30分以上(全てのウマが
39.5℃以上)、扇風機で26.7分、冷水+汗こきで
22.4分、冷水のみで19.1分、シャワーで4.1分
であり、冷却なしvs扇風機、冷水+汗こきvs冷
水のみを除くすべての組み合わせで有意差が
認められた（図1）。直腸温については、扇風機
vs冷水＋汗こき、扇風機vs冷水のみ、冷水＋汗
こきvs冷水のみ以外の組み合わせで有意差が
認められたが、どの条件も肺動脈血温より高
く、30分後の平均値はシャワー以外の条件は
39℃以上であった（図2）。また、30分後の血漿
中乳酸濃度については、どの条件間でも有意
差を認めなかった（図3）。
　冷却なしでは30分後の肺動脈血温は高温
のままであり、暑熱環境下における運動後は
積極的に馬体冷却を行う必要がある。その際、
3分おきの冷水よりも、水温の高いシャワー
の方が肺動脈血温は迅速に低下したことか
ら、馬体冷却の際は、可能な限り頻繁に馬体に
水をかけることが効果的であると考えられ
た。さらに、冷水をかけた後、汗こきは必ずし
も必要なく、水をかけられない場合は扇風機
も十分な冷却効果があることが示唆された。
また、駐立状態のシャワーと常歩をしている
他条件間で血漿中乳酸濃度に有意な差を認め
なかったことから、運動後に立ち止まって馬
体冷却を優先しても乳酸代謝への影響は限定
的と考えられた。
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図1　肺動脈温が39℃以下となるまでの時間（a vs 
b, a vs c, b vs cの間で有意差あり）

図3　各条件における血漿中乳酸濃度の経時的変
化（右上部の数値は30分後の各条件の値）

図2　各条件における直腸温の経時的変化（30分
後の値はa vs b, a vs c, b vs cの間で有意差あ
り）
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低酸素トレーニングにおける酸素濃度が
サラブレッドの運動パフォーマンスや有酸素能力に与える影響

〇向井和隆・大村　一・高橋佑治・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　我々は週3回4週間の低酸素トレーニング

（酸素濃度15%において、最大酸素摂取量
（VO2max）に達する速度（100% VO2max）で2
分間走行）によって、常酸素トレーニングに比
べてサラブレッドの走行パフォーマンスや有
酸素能力がより向上することを報告している

（Mukai et al, ACSM IPE 2014）。しかし、低酸
素トレーニングによる食欲不振や体重減少な
ども経験した。そこで低酸素条件をより軽減
した際にも、同様の運動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
べることを目的に実験を実施し、さらにその
低酸素トレーニング効果が2週間後も維持さ
れているかどうかも調べた。

【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（去勢雄2頭、雌5頭；7.9±2.0歳）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、その後すべ
ての群において常酸素下で同様のトレーニン
グを2週間継続した（図1）。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、心拍出量などを測定し
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100% 
VO2max（H16, +7.7%; H18, +5.4%; N, -0.9%）

は増加し、両指標ともH16群とN群の間に有
意差があったが、H18群と他の2群との間に有
意差はなかった（図2, 4）。0週目に比べて4週
目のVO2max（H16, +9.8%; H18, +12.8%; N, 
+8.8%）、最大心拍出量（H16, +7.8%; H18, 
+8.9%; N, +6.7%）および最大1回拍出量（H16, 
+5.9%; H18, +6.1%; N, +4.9%）はすべての群
で増加していたが、3群間に有意差はなかっ
た（図2, 3）。0週目に比べて4週目の体重はす
べての群で低下し（H16, -4.7%; H18, -4.5%; 
N, -2.4%）、H16群とN群の間に有意差があっ
たが、H18群は他の2群との間に有意差はな
かった（図4）。また、4週目に比べて6週目の走
行距離、VO2max、100% VO2max、最大心拍出
量および最大1回拍出量はすべての群におい
て低下しておらず、体重も回復しなかった（図
2, 3, 4）。

【考察】
　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%では運動パフォーマン
スや有酸素能力の指標の一部が常酸素トレー
ニングに比べてさらに向上するが、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。
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図1　実験デザイン 図3　最大心拍出量および最大1回拍出量の変化。
データは平均±標準偏差。†トレーニング
前との差（P < 0.05）、*群間差（P < 0.05）。

図2　走行距離、最大酸素摂取量の変化。データは
平均±標準偏差。†トレーニング前との差
（P < 0.05）、*群間差（P < 0.05）。

図4　100% VO2maxおよび体重の変化。データは
平均±標準偏差。†トレーニング前との差
（P < 0.05）、*群間差（P < 0.05）。
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血清Brix・TP値を用いたサラブレッド種新生子馬の移行免疫評価

○遠藤祥郎・村瀬晴崇・松井　朗・冨成雅尚・佐藤文夫（日高）

【背景と目的】
　現在、移行免疫の評価は子馬の血清中のIgG
量をDVM Statやグルタルアルデヒド凝固試
験などで推定することで行われているが、ス
トック初乳から免疫グロブリンを吸収できる
のが生後24時間までというタイム・リミット
があり、より迅速で簡便な移行免疫の評価方
法が求められている。2016年に福本らによっ
て黒毛和種子牛および重種子馬において血清
Brix値および血清TP値を測定することで獲得
した移行免疫の推定をする方法が報告された

（北獣会誌60，p580-583）。この方法がサラブ
レッド種子馬にも応用できれば、移行免疫を
より迅速に評価することが可能となる。本研
究の目的は、サラブレッド種子馬の血清Brix
値およびTP値が血清中のIgG量と相関がある
かを調査し、移行免疫の評価に応用可能であ
るか評価することである。

【材料と方法】
　冷凍保存してある2014年以降生まれのサ
ラブレッド種子馬23頭の血清（生後直後、1日
後、1週間後、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、4ヶ
月後の7点、計161検体）を用いた。IgG量の測
定にはAbcam社のHorse IgG ELISA Kitを、Brix
値の測定にはアタゴ社のポケット糖度計

（PAL-1）を、TP値の測定にはアタゴ社の屈折
計（MASTER-SUR/Jα）を用い、IgG量、Brix値
およびTP値それぞれの相関を調べた。統計学
的な解析にはスピアマンの順位相関係数の検
定を用いた。

【結果と考察】
　生後直後および1日後の血清中のIgG量と
Brix値に有意な相関関係が認められた（図1）

（p<0.01）。得られた検量線から、Brix値が8.2%
以上あればIgGは800mg/dL以上あると推定
できることがわかった。しかしながら、6.7%

にあたる45例中3例で例外が認められた。
　生後直後および1日後の血清中のIgG量と
TP値にも有意な相関関係が認められた（図2）

（p<0.01）。TP値が5.0g/dL以上あればIgGは
800mg/dL以上あると推定できることがわ
かった。しかしながら、こちらも6.7%にあた
る45例中3例で例外があり、その3例はBrix値
での例外と同一馬であった。
　生後1週間後以降は相関が認められなかっ
た。理由として、子馬はこの頃から乳汁だけで
なく草を食べ始めるため、飼料由来のタンパ
ク質が血清中のBrix値とTP値に影響を与えて
いることが考えられた。
　以上のことから、サラブレッド種子馬でも
生後直後および1日後の血清中のBrix値もし
くはTP値によるIgG量の推定は可能であり、
Brixが8.2%以上、TPが5.0g/dL以上あればIgG
は800mg/dL以上と推定できることがわかっ
た。しかしながら、Brix・TPともに6.7%にあた
る45例中3例で例外が認められたため、臨床
応用する際には注意が必要だと思われた。す
なわち、あくまでも検査キットを使用できな
い場合の代替法として利用し、確定診断には
キットを使用するなどの方法が良いのではな
いかと考えられた。
　また、生後1週間後以降は血清中のIgG量と
Brix値およびTP値に相関が認められなかった
ため、IgG量の推定には応用できないことがわ
かった。
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図1　生後直後および1日後の血清中のIgG量とBrix値

図2　生後直後および1日後の血清中のIgG量とTP値
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ほふく茎分布状態の異なるノシバ系統の混植栽培について

○今泉信之・田村陽輔・二村啓介（施設部）

【背景と目的】
　これまで、約500系統のJRA保存系統などを
用いたデータ解析および圃場調査を行い、
ターフとして適していると考えられる12の
ノシバ優良系統を選抜した。優良系統は生育
速度が速く、均一に生育し、ほふく茎が多いこ
とを基準に選抜したが、優良系統の特徴とし
て、ほふく茎が地表3cm内に高密度で存在す
ることが後に明らかになった。この結果は芝
馬場のクッション性を良くする好ましい特徴
と考えられるが、一方、競走によりディボット
として剥ぎ取られてしまうと、その下にはほ
ふく茎が少なく、馬場の支持力が低下しクッ
ション性に影響を及ぼす可能性が考えられ
た。そこで、この問題点を解決する方法の1つ
として、深いほふく茎を持つ一般的な系統と
混植栽培することを考えた。根本的な解決に
は深いほふく茎を持つ優良系統の新たな選抜
や交配による新品種の育種が考えられるが、
短期的な解決策として混植栽培の可能性を検
討した（図1、図2）。

【材料と方法】
　供試ノシバ系統として、優良系統はJRA登
録品種エクイターフ、深いほふく茎を持つ一
般的な系統（分散系統）はNo.3およびNo.455
を用いた。混植はエクイターフとNo.3、エクイ
ターフとNo.455の組み合わせで行った。各系
統のほふく茎の先端部分（2～3節含む）をノ
シバ苗とし、ノシバ苗の量比（優良系統：分散
系統）を変えた混植区（1：1および5：3）を設け
た。各試験区（1辺100cmの正方形）のノシバ
苗植付けは2014年夏に行い。混植区はそれぞ
れ3反復、対照として各系統の単植区を2反復
設けた。調査は2017年に行い、その調査はノ
シバをホールカッターで採取後、地下部を層
別（地表0～3cm、3～6cm、6cm以下）に分け、
各層のほふく茎本数、ほふく茎乾燥重量、根乾

燥重量を測定した。

【結果と考察】
　これまでの調査によって、エクイターフを
含む全ての優良系統はほふく茎が地表3cm内
に高密度な状態で存在するという特徴を示し
ており、より理想的な芝馬場にするために
3cm以下の深いほふく茎の必要性が望まれ
た。そこで、深いほふく茎を持つノシバ系統

（分散系統）を数種選び、混植栽培することに
よって優良系統の特徴を維持しつつ、深いほ
ふく茎が存在するターフ形成が可能かどうか
検討した。混植の組み合わせを試行錯誤した
結果、分散系統としてNo.3を用いたところ、良
好な結果を得ることができた。エクイターフ
のほふく茎分布状態を示す各層の重量は地表
0～3cm、3cm以下がそれぞれ415g/m2、
18g/m2であったが、No.3との混植により量比
1：1で438g/m2、139g/m2、また量比5：3で
495g/m2、108g/m2となり、地表0～3cmのほ
ふく茎は減少することなく、3cm 以下のほふ
く茎量が大きく増加していた（図3、図4）。一
方、No.455では3cm以下 のほふく茎量は大き
く増加するものの、地表0～3cmのほふく茎は
減少しており、よい結果を得ることはできな
かった（図5）。以上の結果はエクイターフと
No.3の混植により、より理想的なターフ形成
が可能であることを示しているが、優良系統
と組み合わせる分散系統の選択が重要である
と考えられた（図6）。
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図1　これまでの経緯と目的 図4　ｴｸｲﾀｰﾌとNo.3混植の層別ほふく茎重量

図2　目的のイメージ図 図5　ｴｸｲﾀｰﾌとNo.455混植の層別ほふく茎重量

図3　ノシバ単植の層別ほふく茎重量 図6　各混植のほふく茎および根重量のまとめ
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ニューポリトラックコースのクッション性及び排水性向上への
取り組みと効果の検証

○秋本秀憲・長岡慶幸・美浦馬場造園課・森本哲郎（美浦）
馬場土木課（施設部）

【背景と目的】
　美浦トレセンのニューポリトラック(以下
NP)コースは、平成19年の新設以降全天候型
の調教馬場として利用されてきたが、近年利
用頭数が著しく減少している状況にある。馬
場管理に関する現状の課題として、経年使用
による馬場のクッション性及び排水性の低下
が挙げられる。それらの課題改善に向けて、平
成30年7月から9月にかけて南NPコースの路
盤改造工事を行い、NP全面の攪拌及び新材の
追加（図1）、下層路盤の一部改修（図2）を実施
した。本研究では、上記工事によるクッション
性と排水性の向上について検証を行った。

【方法】
　クッション性の検証方法として、工事前後
2ヶ月において週１回クレッグハンマーを使
用し、NPコースを200ｍごと内外2ヶ所ずつ
の計18地点で馬場硬度を測定した（図3）。ま
た、排水性の検証方法として、工事前後におい
て現場透水性測定器を使用し、計8地点(正面、
向正面、東西コーナーの路盤改修ヶ所および
未改修ヶ所)を調査対象に、「表層5cm」および

「表層を除去した支持層」における透水速度を
測定した（図4）。

【結果と考察】
　工事前後の馬場硬度比較の結果、着工直前
の80.5Gに対し竣工直後は58.5Gと割合にし
て約30％低下し、１ヶ月平均で比較しても約
25％の低下となった（図5）。この結果から、工
事後にクッション性は大きく向上しているこ
とが確認された。その要因として、既設NPの
攪拌や新材追加がクッション性の向上に大き
な影響を与えていると考えられる。
　また、透水速度比較の結果、表層5cmの透水

速度は路盤未改修ヶ所において工事後に約
1.6倍の上昇となり、路盤改修ヶ所と比較して
も遜色ない結果となった。さらに、支持層の透
水速度は路盤改修ヶ所において工事後に約
2.5倍の上昇となった（図6）。これらの結果、表
層における排水性はコース全体で大きく向上
していることが確認され、その要因には、新材
追加によりＮＰの厚みに比例して容量が増加
したことや、下層路盤の改修が支持層を通じ
てNPコース全面の排水性向上に高い効果を
発揮していることが考えられる。
　以上のように、本年実施した路盤改造工事
によって、NPコースはクッション性の向上と
排水性の改善が確認された。一方で、ＮＰコー
スにおいては気温低下に伴う馬場硬度の上昇
がこれまでも確認されてきた。その硬度上昇
の抑制が今後の課題として挙げられるため、
現在日々の管理におけるハロー掛けの使用機
械および頻度について検討中である。今後は
冬季のNPコースのクッション性確保に向け
て、より良い管理方法を模索していきたい。
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図1　NP全面の攪拌および新材の追加 図4　透水速度の測定

図2　下層路盤の一部改修 図5　工事前後の馬場硬度比較

図3　クレッグハンマーによる馬場硬度測定 図6　工事前後の透水速度比較
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MALDI-TOF MSによる新規細菌同定法の検討

○内田英里・丹羽秀和・木下優太・片山芳也（総研）

【背景と目的】
　MALDI-TOF MS（マトリックス支援レー
ザー脱離イオン化法飛空時間型質量分析計）
は、レーザー光により検体を気化およびイオ
ン化させ、その飛行時間から分子の質量を測
定する質量分析計である。本技術を用いた細
菌同定法は、細菌を構成する主要タンパク質
である各リボソームタンパク質の質量を測定
し、得られたマススペクトルをデータベース
に登録された既知の菌と照合し菌種を特定す
るもので、迅速かつ安価に同定が可能であり
人医療では広く普及している。本研究では、当
研究室が保存するウマおよびウマ環境由来細
菌についてMALDI-TOF MSによる同定の正確
性を評価し、ウマの細菌検査における有用性
を検討した。

【材料と方法】
　1980年から2016年に分離されたウマおよ
びウマ環境由来細菌3786株を材料とした。菌
株の同定にはMALDI Biotyper（Bruker Japan
社）を用いた。各菌株の同定精度は0.00～3.00
のスコアで表示され、メーカーの示す基準に
従い、2.00以上のものを菌種レベルでの同定
可、1.70以上2.00未満のものを属レベルでの
同定可、1.70未満のものを同定不可とした。菌
種が同定できなかった（スコアが2.00未満）の
菌株については16S rRNA系統解析を行い、菌
種を同定した。

【結果】
　3786株中、3268株（86.3%）が菌種レベル
での同定可、313株（8.3%）が属レベルでの同
定可、205株（5.4%）が同定不可であった（表
1）。ウマにおける主要な病原菌では、腸内細
菌科分離株の98.0%、レンサ球菌株の96.5%で
菌種レベルでの同定が可能であった。しかし、
ロドコッカス・エクイ株は74.7%、馬伝染性子

宮炎菌株は65.5%でしか菌種レベルでの同定
ができず、菌種による同定精度の相違が認め
られた（表２）。また、68株では16S rRNA系統
解析においても菌種の同定ができなかった。

【考察】
　MALDI-TOF MSによる細菌同定法は、ウマ
およびウマ環境由来細菌においても高い割合
で菌種レベルでの同定が可能であり、ウマ医
療においても十分に活用できることが示唆さ
れた。一部の菌株については菌種レベルでの
同定が困難であったが、この理由として莢膜
を持つ菌株はマススペクトルが安定しないこ
と、菌種によってはデータベース上の情報量
が少ないことが考えられる。また、16S rRNA
系統解析を実施しても菌種同定ができなかっ
た菌株は、新種の可能性がある。
　MALDI Biotyperでは、既存のデータベース
に新たに細菌の情報を加えて、データベース
の充実を図ることが可能である。今後、本研究
室ではウマ由来細菌の情報をデータベースに
追加する予定であり、これにより同定の正確
性が向上し、ウマの細菌感染症の治療技術の
向上に寄与することが期待される。
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表1　各レベルまで同定できた菌株の割合

表2　菌種ごとの同定率



（114） 馬の科学　Vol.56（2）2019

MALDI-TOF MSを用いた各疾患におけるバイオマーカーの探索

○東樹宏太（美浦）・内田英里（総研）・大塚健史（栗東）・浦山俊太郎（馬事部）
長島剛史・酒井哲志・眞下聖吾（美浦）・塩瀬友樹（常磐）・丹羽秀和（総研）

【背景と目的】
　MALDI-TOF MS（マトリックス支援レー
ザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計）は、
試料中に含まれるタンパク質などの生体高分
子の分子量を高い精度で測定することが可能
な質量分析計である。近年、ヒトにおいては、
こうした質量分析計などを活用して生体内で
発現するタンパク質を網羅的に解析するプロ
テオーム研究が盛んに行われており、結核や
敗血症などの疾患に関わるバイオマーカーの
探索が試みられている。そこで本研究では、馬
血清を用いてMALDI-TOF MSによるタンパク
質解析を行い、馬の疾患に関わるバイオマー
カーの探索におけるMALDI-TOF MSの有用性
について検討した。

【材料と方法】
　2016年10月～2017年12月の間に、美浦ト
レーニング・センターにおいて、輸送熱

（n=34、以下輸送熱群）、フレグモーネ（n=33、
以下フレグモーネ群）、挫跖（n=37、以下挫跖
群）と診断された競走馬および臨床的に健康
な競走馬（n=30、以下健康群）の血清を試料と
して用いた。各検体について、市販の精製キッ
ト（Profiling Kit MB-HIC8）を用いて疎水性の
物質のみを抽出し、それらをイオン化するた
めのマトリックス（HCCA matrix solution）を
添 加 し サ ン プ ル を 調 整 し た 。次 に 、
MALDI-TOF MS（Biotyper, Bruker Japan社）に
よる質量分析を行い、試料中の様々なタンパ
ク質を波形として示すマススペクトルを得
た。測定した分子量の範囲は、使用した精製
キットの推奨プロトコルに従い800～
11000D aとした。最後にソフトウェア

（Bruker Daltonics ClinProt System）を用い
て、得られた測定値の統計処理を行い、各疾患
群および健康群における平均マススペクトル

を比較した。

【結果と考察】
　平均マススペクトルの比較において、分子
量881Daでは全ての疾患群で（図1）、1165Da
ではフレグモーネ群で（図2）、1478Daでは挫
跖群で（図3）、健康群には認められないピー
クが出現した。一方、健康群で認められた
2793Daのピークについては、挫跖群でも同
様に認められたものの、輸送熱群とフレグ
モーネ群の多くの個体では消失した（図4）。
これらの結果から、各疾患群において、健康群
には認められない物質が血清中に存在するこ
とが明らかとなった。また、輸送熱群およびフ
レグモーネ群では、健康群および挫跖群で認
められる特定の物質が血清中から減少あるい
は消失することが明らかとなった。
　以上のことから、MALDI-TOF MSを用いて、
各疾患の発症に関連する馬血清中バイオマー
カーを探索できる可能性が示された。



（115）

図1 図4

図2

図3

結果のまとめ
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16S rRNA系統解析を用いた子馬関節炎起因菌の推定

◯上野孝範・丹羽秀和・木下優太・内田英理（総研）
樋口　徹・井上　哲・佐藤正人（NOSAIみなみ日高支所家畜高度医療センター）

【背景と目的】
　子馬の感染性関節炎は、将来の運動能力に
影響し得る重篤な疾患である。起因菌の同定
は、発症背景を理解し予防・治療を行う上で重
要であるが、関節液の培養検査を実施しても
全ての症例で細菌が検出されるわけではな
い。この理由の一つとして、本疾患が疑われた
場合は治療を優先し検査以前に抗菌薬が投与
されることが多いことが挙げられる。このた
め、関節液中に存在する細菌遺伝子から感染
の有無を推測することを目的として、
broad-range PCR法（細菌16S rRNA領域の増
幅）による細菌遺伝子の検出ならびに遺伝学
的同定を実施し、子馬の感染性関節炎の補助
診断法としての有用性について検討を行っ
た。

【材料と方法】
　2016年4月から2018年6月の期間に関節
炎を発症し、NOSAIみなみ日高支所家畜高度
医療センターを受診した子馬37例（日齢
4‐256）の関節液を検査材料とした。このうち
21例の関節液から抽出したDNAを用いてPCR
法による細菌16S rRNA領域（V7-V9領域）の
増幅を行い、得られた塩基配列の相同性解析
により遺伝学的に菌種を同定した。比較のた
め、37例について抗菌薬吸着ビーズ入り血液
培養用ボトル（ビオメリュー・ジャパン社製）
による関節液の好気・嫌気培養、ならびに細菌
の分離・同定を行った。また、7日間の培養期
間後に増菌が認められなかった検体について
は培養液からDNA抽出を行い、関節液抽出検
体と同様の解析を実施した。

【結果】
　関節液抽出検体を用いた検討では、21例中
5例で16S rRNA領域の増幅が認められ、相同

性解析により菌種を同定することができた。
しかし、同じ症例を用いた培養検査において
も5例から細菌が分離・同定されており、両手
法間において細菌検出症例数に差は認められ
なかった。
　また、培養検査を行った37例のうち10例か
ら細菌が分離され、培養陰性であった27例の
うち10例の培養液からも細菌遺伝子が検出
された。このような培養検査用サンプル（血液
培養用ボトル）を用いた一連の検査で、相同性
解析あるいは細菌分離により37例中20例

（54%）において関節液に含まれていた細菌を
同 定 す る こ と が で き た 。そ の 内 訳 は
Streptococcus属（7例）とActinobacillus equuli

（6例）が大半を占め、特に後者は生後18日ま
での子馬からのみ検出された。

【考察】
　感染性関節炎を診断する上で、Broad-range 
PCR法による関節液中細菌遺伝子の検索およ
びこれに基づく菌種の同定は、細菌が分離さ
れない検体において起因菌を推測する手法と
して応用が可能であった。また、細菌の分離・
培養と細菌遺伝子の検索を兼ねることができ
た血液培養ボトルの利用は、検査に必要とす
る検体量の削減、あるいは患畜の負担軽減の
点で有用であると考えられた。
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立位における非観血的な動脈圧測定法の検討

○大迫敬史・前　尚見（栗東）・新崎裕太（本部）
三田宇宙・黒田泰輔・大村　一（総研）・石川裕博（栗東）

【背景と目的】
　ヒト医療では、動脈圧は重要なバイタルの
指標であり、循環状態を把握するために用い
られている。一方、ウマ医療では、全身麻酔下
の循環状態の把握に動脈圧を測定している
が、これまで立位における動脈圧の測定は行
われていないのが現状である。さらに、立位で
は動脈留置の維持が困難であり、観血的な測
定に適していないことから、非観血的な測定
を検討する必要がある。非観血的測定法の一
つであるオシロメトリック法は、観血的測定
法に比べて簡便に測定できるものの、ウマで
は測定法が確立されていない。そこで、立位に
おける非観血的な動脈圧測定法について検討
した。

【材料および方法】
　頚動脈ループ形成術を実施した健康なサラ
ブレッド種6頭（3－8歳、434－516 kg）を供
試した。非観血的な動脈圧測定には、オシロメ
トリック法を用いているSuntech社製犬猫用
血圧計Vet 20（カフ幅11 cm）を使用した。観
血的には頚動脈を、非観血的には尾部を用い、
非鎮静下およびメデトミジン（5 μg / kg）鎮
静下にて各14回測定した。測定時に尾部を
振った場合、観血的と非観血的の心拍の差が
3拍以上の場合は測定から除外した。検討項
目は以下の①～③とした。①：最高・最低血圧
における非観血的測定値と観血的測定値との
相関性を検討した。②：簡易的なウマ用非観血
的平均血圧算出式（係数）の設定をした。③：②
から算出した非観血的平均血圧と観血的平均
血圧の相関性を検討し、その後、設定した非観
血的平均血圧算出式の精度評価を行った。精
度評価項目については、非観血的測定値と観
血的測定値の差の平均および差の標準偏差と
し、アメリカ獣医内科学会推奨値（差の平均＜

10 mmHg、差の標準偏差＜15 mmHg）を参考
とした。

【結果および考察】
　結果①：最高・最低血圧において、非観血的
測定値と観血的測定値はともに相関を認めた

（最高：r＝0.91 , P＜0.01、最低：r＝0.61 , P＜
0.01）。結果②：観血的測定値の結果を参考に、
簡易的な非観血的平均血圧算出式［平均血圧
≒最低血圧＋（最高血圧－最低血圧）×0.39］
を設定した。結果③：②の式より算出した非観
血的平均血圧と観血的平均血圧は相関を認め
た( r＝0.84 , P＜0.01 )。②にて設定した非観
血的平均血圧算出式の精度評価のため観血的
測定値と比較したところ、差の平均5 .8  
mmHg、差の標準偏差5.8 mmHgとなり、両者
とも学会推奨値を満たす高い精度であること
がわかった。以上より、本機器を使用した、立
位における非観血的な動脈圧測定法は実用的
な精度を有することがわかった。今後は臨床
応用を重ねていきたいと考える。
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プロポフォールにケタミンを併用した麻酔導入法の
臨床特性に関する回顧的調査

○荒木成就（美浦）・徳重裕貴（総研）・草野寛一（栗東）・有馬大輔（函館）・伊藤瑛基（栗東）
山﨑洋祐（美浦）・浦山俊太郎（馬事部）・上林義範・倉持雄太・立野大樹（美浦）

【背景と目的】
　長年JRAでは、吸入麻酔の導入には主にチ
オペンタール－GGEによる導入法（TG法）を用
いてきた。このTG法は円滑な倒馬と十分な筋
弛緩が得られるものの、循環抑制などの副作
用や高コストが問題となっていた。また、薬物
自体が入手困難なこともあり、近年海外では
全く報告されていないのが現状である。その
ためTG法の代替法としてプロポフォールを
用いた導入法を検討してきたが、プロポ
フォール単独による導入では倒馬時における
興奮作用の発現が散見されるため、導入が安
定しないという問題があった。しかし近年、ケ
タミンを併用すれば導入が安定することが明
らかとなったため、美浦TCでは2015年11月
にTG法からプロポフォール－ケタミンによ
る導入法（PK法）に切り替えた。そこで本研究
では、TG法とPK法の周術期における臨床特性
を回顧的に調査した。

【材料と方法】
　2015年1月から2016年12月まで美浦TCに
おいて関節鏡手術を実施した競走馬214頭を
対象とした。メデトミジン（6.0 μg/kg）およ
びミダゾラム（0.02 mg/kg）による鎮静後、チ
オペンタール（4.0  mg/kg）－GGE（100 
mg/kg）により倒馬したウマをTG群（91頭）、
プロポフォール（1.0 mg/kg）－ケタミン（1.0 
mg/kg）により倒馬したウマをPK群（123頭）
と分類した。麻酔維持にはセボフルラン吸入
麻酔およびメデトミジン持続静脈内投与（3.0 
μg/kg/hr）を用い、麻酔レコードに基づき各
種項目を回顧的に調査した。

【結果と考察】
　平均麻酔時間はTG群70±17分、PK群

71±22分で、両群間に有意差は認められな
かった。倒馬グレードの中央値は両群ともG5

（G2‒5）で有意差は認めず、いずれの導入法に
おいても良好な倒馬が得られた。術中の平均
動脈圧は、吸入麻酔開始後15, 30, 45, 60分の
いずれにおいてもTG群に比較してPK群は有
意に高値を示した。また、平均ドブタミン投与
速度はTG群（0.73±0.32 μg/kg/min）に比較
してPK群（0.47±0.24 μg/kg/min）は有意に
低値を示した。このことから、PK法はTG法と
同等の安全な倒馬が得られ、麻酔維持中の循
環抑制作用を軽減できると考えられた。起立
に要した時間は、TG群（66±13 分）に比較し
てPK群（43±10分）で有意に短く、覚醒グ
レードの中央値もTG群（G4：G2‒5）に比較し
てPK群（G5：G2‒5）は有意に高かった。
　以上のことから、PK法はTG法に代わる安全
かつ有用な麻酔導入法であると考えられた。
今後も導入法はPK法を基本とし、より安全性
の高い麻酔管理法を検討していきたい。
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セボフルラン吸入麻酔下における
レミフェンタニル持続静脈内投与（CRI）の有用性について

○倉持雄太（美浦）・浦山俊太郎（馬事部）・溝部文彬・荒木成就・山﨑洋祐・上林義範（美浦）
伊藤瑛基（栗東）・南島陽平（競理研）・眞下聖吾（美浦）

【背景と目的】
　全身麻酔下での手術においては、全身麻酔
薬とともに鎮静薬や鎮痛薬を併用するバラン
ス麻酔が主流となっている。2000年代後半よ
り登場したレミフェンタニルは、従来のオピ
オイド系鎮痛薬と比較して鎮痛作用の発現が
早く、かつ血液内および組織内の非特異的エ
ステラーゼにより速やかに代謝されるため、
長時間投与における蓄積性が低いことがヒト
や小動物で報告されている。一方、ウマにおけ
るレミフェンタニルの使用報告は少なく、特
に骨折症例に対する全身麻酔下での使用報告
はない。そこで、螺子固定術適応の骨折症例に
対し、セボフルラン吸入麻酔下においてレミ
フェンタニルCRIを実施し、その有用性につい
て検討した。

【材料と方法】
　症例馬は第1指骨々折、第3中手骨々折、第3
手根骨または第3足根骨板状骨折を発症した
サラブレッド種5頭であり、メデトミジン

（5.0-8.0 μg/kg）、ミダゾラム（0.02 mg/kg）
による鎮静処置後、プロポフォール（1.0  
mg/kg）、ケタミン（1.0 mg/kg）により導入し
た。セボフルラン吸入麻酔下において，メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）およびレミフェンタ
ニル（6.0 μg/kg/hr）CRIを実施し、終末呼気
セボフルラン濃度（Et sevo）、ドブタミン平均投
与速度、平均動脈圧（MAP）、心拍数、起立まで
の時間および覚醒グレードを評価した。また、
レミフェンタニル投与開始から60分間で6
点、および投与終了（吸入麻酔離脱）から30分
間で5点の計11点で静脈血を採取し、血漿中
レミフェンタニル濃度を測定した。

【結果と考察】
　Et sevoは、2.36±0.38 %であり、これはフェ
ンタニルでの報告（2.2-2.6 %）（Mizobe et al. 
2017）や局所麻酔実施下（2.38±0.24 %）と同
等の結果であった。MAPは70 mmHg以上を
目標にドブタミンを適宜投与し、この値を維
持するために必要としたドブタミン平均投与
速度は0.37±0.17 μg/kg/minであり、局所
麻酔実施下（0.27±0.06 μg/kg/min）と同等
の結果であった。起立までの時間は40±18分
で、覚醒も良好であった。投与開始から覚醒ま
での間、レミフェンタニルの副作用（中枢神経
興奮や循環抑制など）を疑う臨床所見は認め
なかった。血漿中レミフェンタニル濃度は、投
与開始直後から上昇を認め、投与60分後には
概ねピーク（約17 ng/mL）に達し、投与終了後
は急激に減少した。
　本研究では、競走馬の骨折症例に対してセ
ボフルラン吸入麻酔下におけるレミフェンタ
ニルCRIを安全に実施することができ、特にEt 
sevoの結果から十分な鎮痛効果があったと考え
られるため、疼痛の強い症例に対して有用で
ある可能性が示唆された。
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βラクタム系抗菌薬のPharmacokinetics/Pharmacodynamics 
(PK/PD)理論に基づいた投与法の検討

○黒田泰輔（総研）・南島陽平（競理研）・榎木裕紀・松元一明（慶應大学）
丹羽秀和・田村周久・三田宇宙・福田健太郎・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　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（CET）、セファゾリン（CEZ）、
セフチオフル（CTF）、ベンジルペニシリンプ
ロカイン（PCG）の4剤についてPK/PD解析を
行い、ウマの対象疾患および効果が期待でき
る投与法を検討した。

【材料と方法】
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg（IV）、CEZ 
10 mg/kg（IV）、CTF 2.2 mg/kg（IM）、PCG 
10,000 units/kg（IM）のクロスオーバー試験
を行った。投与後に経時的な採血を行い、液体
クロマトグラフィー/タンデム質量分析法 

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定し、血
中濃度シミュレーションを作成した。ウマ感
染症由来の連鎖球菌（S.zoo）98株、黄色ブドウ
球菌51株、大腸菌58株、クレブシエラ属菌 26
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、MIC90を
算出した。βラクタム系抗菌薬はMICを超え
ている時間の割合Time above MIC （TAM）が
効果の指標となることから、濃度シミュレー
ションとMIC90を用いて各投与回数における
TAMを算出し、細菌の増殖抑制効果を得る
TAM 35 %以上、最大殺菌効果を得るTAM 60 
%以上となる投与法を検討した。

【結果】
　各抗菌薬の1日投与回数と、MIC90に対する
TAMを表1から4に示した。CET 22 mg/kgの1
日2から3回投与は黄色ブドウ球菌とS.zooの

MIC90に対し増殖抑制効果を得るTAM 35％を
超えたが、最大殺菌効果を得るTAM 60%を超
えるには1日4回から6回投与が必要であっ
た。一方、CETは大腸菌とクレブシエラ属菌に
対しては今回検討を行った投与法で十分な
TAMは得られなかった。CEZ 10 mg/kgの1日
2回投与は黄色ブドウ球菌とS.zooに対しTAM 
35％を超えたが、大腸菌には1日4回投与が必
要であった。CTF 2.2 mg/kg 1日2回投与は
S.zoo、大腸菌、クレブシエラ属菌に対し最大
殺菌効果を得るTAM 60%以上を示したが、黄
色ブドウ球菌に対してTAMは得られなかっ
た。PCG 10,000 units/kg 1日1回投与はS.zoo
に対してTAM 60%以上を示したが、他の菌に
対してTAMは得られなかった。各菌に対する
増殖抑制効果、最大殺菌効果が得られる4剤
の1日投与回数を表5にまとめた。

【考察】
　PK/PD解析において増殖抑制効果は軽度感
染症治療の指標に、最大殺菌効果は重度感染
症治療の指標と考えられている。現在、馬医療
で臨床応用されているCET 22mg/kg 1日2～
3回投与は黄色ブドウ球菌とS.zooに対する増
殖抑制効果を有しており、これらの細菌が多
く分離される軽度の皮下組織感染症や輸送熱
に対して効果が期待できることが示唆され
た。しかし、これらの重度感染症に対しては
CETの投与回数を増やす必要が考えられた。
CEZ 10mg/kg 1日2回投与は黄色ブドウ球菌
とS.zooに対しCET 22mg/kg 1日2～3回投与
と同程度の効果が期待され、皮下組織感染症
や輸送熱に対して有用であることが示唆され
た。CTF 2.2 mg/kg 1日2回投与は黄色ブドウ
球菌には効果が期待できないが、S.zooに加え
て大腸菌やクレブシエラ属菌などのグラム陰

性菌の最大殺菌効果を有し、これらが分離さ
れる輸送熱や肺炎などの重度の呼吸器感染症
に適していることが明らかとなった。一方、
PCG 10,000 units/kg 1日1回投与はS.zooに対
し最大殺菌効果を有するが、他の細菌に対す
る効果は限定的であると考えられた。
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【背景と目的】
　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（CET）、セファゾリン（CEZ）、
セフチオフル（CTF）、ベンジルペニシリンプ
ロカイン（PCG）の4剤についてPK/PD解析を
行い、ウマの対象疾患および効果が期待でき
る投与法を検討した。

【材料と方法】
　健康馬6頭に対しCET 22 mg/kg（IV）、CEZ 
10 mg/kg（IV）、CTF 2.2 mg/kg（IM）、PCG 
10,000 units/kg（IM）のクロスオーバー試験
を行った。投与後に経時的な採血を行い、液体
クロマトグラフィー/タンデム質量分析法 

（LC/MS/MS）にて血中薬物濃度を測定し、血
中濃度シミュレーションを作成した。ウマ感
染症由来の連鎖球菌（S.zoo）98株、黄色ブドウ
球菌51株、大腸菌58株、クレブシエラ属菌 26
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、MIC90を
算出した。βラクタム系抗菌薬はMICを超え
ている時間の割合Time above MIC （TAM）が
効果の指標となることから、濃度シミュレー
ションとMIC90を用いて各投与回数における
TAMを算出し、細菌の増殖抑制効果を得る
TAM 35 %以上、最大殺菌効果を得るTAM 60 
%以上となる投与法を検討した。

【結果】
　各抗菌薬の1日投与回数と、MIC90に対する
TAMを表1から4に示した。CET 22 mg/kgの1
日2から3回投与は黄色ブドウ球菌とS.zooの

MIC90に対し増殖抑制効果を得るTAM 35％を
超えたが、最大殺菌効果を得るTAM 60%を超
えるには1日4回から6回投与が必要であっ
た。一方、CETは大腸菌とクレブシエラ属菌に
対しては今回検討を行った投与法で十分な
TAMは得られなかった。CEZ 10 mg/kgの1日
2回投与は黄色ブドウ球菌とS.zooに対しTAM 
35％を超えたが、大腸菌には1日4回投与が必
要であった。CTF 2.2 mg/kg 1日2回投与は
S.zoo、大腸菌、クレブシエラ属菌に対し最大
殺菌効果を得るTAM 60%以上を示したが、黄
色ブドウ球菌に対してTAMは得られなかっ
た。PCG 10,000 units/kg 1日1回投与はS.zoo
に対してTAM 60%以上を示したが、他の菌に
対してTAMは得られなかった。各菌に対する
増殖抑制効果、最大殺菌効果が得られる4剤
の1日投与回数を表5にまとめた。

【考察】
　PK/PD解析において増殖抑制効果は軽度感
染症治療の指標に、最大殺菌効果は重度感染
症治療の指標と考えられている。現在、馬医療
で臨床応用されているCET 22mg/kg 1日2～
3回投与は黄色ブドウ球菌とS.zooに対する増
殖抑制効果を有しており、これらの細菌が多
く分離される軽度の皮下組織感染症や輸送熱
に対して効果が期待できることが示唆され
た。しかし、これらの重度感染症に対しては
CETの投与回数を増やす必要が考えられた。
CEZ 10mg/kg 1日2回投与は黄色ブドウ球菌
とS.zooに対しCET 22mg/kg 1日2～3回投与
と同程度の効果が期待され、皮下組織感染症
や輸送熱に対して有用であることが示唆され
た。CTF 2.2 mg/kg 1日2回投与は黄色ブドウ
球菌には効果が期待できないが、S.zooに加え
て大腸菌やクレブシエラ属菌などのグラム陰

性菌の最大殺菌効果を有し、これらが分離さ
れる輸送熱や肺炎などの重度の呼吸器感染症
に適していることが明らかとなった。一方、
PCG 10,000 units/kg 1日1回投与はS.zooに対
し最大殺菌効果を有するが、他の細菌に対す
る効果は限定的であると考えられた。

図1　CET 22 mg/kgの投与回数とTAM (%) 図4　PCG10,000 units/kgの投与回数とTAM (%)

図2　CEZ 10 mg/kgの投与回数とTAM (%)

図3　CTF 2.2 mg/kgの投与回数とTAM (%)

図5　4剤の投与法まとめ
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馬鼻肺炎の経鼻接種と筋肉内接種による防御効果の比較

○坂内　天・根本　学・辻村行司（総研）・山中隆史（馬事部）・古角　博・近藤高志（総研）

【背景と目的】
　馬鼻肺炎ウイルス（EHV-1）は、競走馬の発
熱性疾患や繁殖馬の流産を起こす。EHV-1に
対する防御には、血清中和抗体を中心とした
液性免疫と、鼻汁中のIgA抗体を中心とした粘
膜免疫が重要である。特に粘膜免疫は、感染の
開始点でウイルスの侵入を阻止できる可能性
があるため、近年注目されている。ヒトのイン
フルエンザワクチンなどの研究では、粘膜免
疫を高める方法としてワクチンの経鼻接種が
有効とされている。本研究では、馬鼻肺炎ワク
チンの経鼻接種馬と、現在の接種方法である
筋肉内接種馬について、液性免疫と粘膜免疫
の誘導効果、およびEHV-1感染後の防御効果
を検討した。

【材料と方法】
　サラブレッド種（2歳、牝）を用い、各群5頭
でワクチンの経鼻（IN）接種、筋肉内（IM）接
種、対照の3群を設けた。IN群とIM群には馬鼻
肺炎生ワクチン、エクエヌテクトERP（日生
研）を4週間隔で2回接種した。IN群には、1
ドーズ2 mLのワクチン液にMEM培地を8 mL
加えて10 mLとし、ネブライザーを用いて両
側の鼻腔内に5 mLずつ噴霧した。IM群には、
1ドーズ2 mLのワクチンを頚部の筋肉内に接
種した。対照群には、ワクチンを含まない
MEM培地を両側の鼻腔内に5 mLずつ噴霧し
た。2回目のワクチン接種から4週間後に、
EHV-1（10-I-224株、4 x 106 pfu/頭）による攻
撃試験を実施した。ワクチン接種から1週間
ごとに検体採取し、血清中のウイルス中和抗
体とIgGb抗体、鼻腔洗浄液中のIgGb抗体と
IgA抗体を測定した。防御効果の指標として、
攻撃試験後の38.5℃以上の発熱の有無、ウイ
ルス排出量、ウイルス血症について評価した。

【結果と考察】
　ワクチン接種後、IN群とIM群では液性免疫
の指標である血清中和抗体価が有意に上昇し
た（表1）。また、粘膜免疫の指標である鼻腔洗
浄液中の抗体を測定したところ、IN群ではIgA
抗体が有意に上昇し（図1）、IM群ではIgGb抗
体が有意に上昇した（図2）。攻撃試験後4日目
までに発熱した馬の頭数は、対照群で5頭中3
頭だったが、IN群では0頭、IM群では1頭と少
なかった（表2）。IN群とIM群では、鼻汁中のウ
イルス排出量が対照群より有意に少なかった

（図3）。ウイルス血症の期間では群間に有意
差を認めなかった（表3）。しかし、IN群と対照
群では全頭がウイルス排出とウイルス血症を
示したのに対し、IM群のうち2頭ではそれら
がまったく認められなかった（図3、表3）。
従って、IM接種はIN接種より防御効果が高い
と考えられた。
　鼻腔粘膜の抗体応答は、従来考えられてい
たIN接種だけではなく、IM接種によっても起
きることが明らかになり、その抗体の種類は
IgA抗体ではなくIgGb抗体だった。両群の馬で
は、ワクチンで得られた粘膜免疫により鼻腔
でのウイルス増殖が抑えられ、発熱を防いだ
と考えられた。
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表1　血清中和抗体価 表2　ウイルス接種後の発熱馬頭数

図1　鼻腔洗浄液中のIgA抗体量の推移
図3　鼻汁中のウイルス排出量と排出が見られた
　　   頭数

図2　鼻腔洗浄液中のIgGb抗体量の推移

表3　ウイルス血症が見られた頭数と平均日数
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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（総研）・稲垣瑞穂（岐阜大）
田村周久・坂内 天・辻村行司（総研）・山中隆史（馬事部）・古角 博（総研）

【背景と目的】
　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（図1）。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。

【材料と方法】
　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（図1）。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。

【結果と考察】
　G3P[12]型ウイルスで乳飲みマウスを攻撃
した場合、ワクチン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
の発症率が低かった（図2）。一方、G14P[12]型
ウイルスで攻撃した場合、ワクチン未接種群

および G3 ワクチン接種群と比較して、G14 
ワクチン接種群は有意に下痢の発症率が低
かった（図3）。G3P[12]型ウイルスに対して 
G3 ワクチンおよび G14 ワクチンは有効であ
ること、および G14P[12]型ウイルスに対して
は G14 ワクチンが G3 ワクチンと比べてよ
り有効であることが明らかとなった。以上の
結果から、G14P[12]型ウイルスをワクチン株
として用いる必要があると考える。
　なお本内容は、Vaccine誌の2018年36巻37
号に掲載されている。
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図1　本実験スケジュールと妊娠馬への不活化ワクチン接種プログラム

図2　G3P[12]型ウイルス2株で攻撃した場合の下痢発症率

図3　G14P[12]型ウイルス2株で攻撃した場合の下痢発症率
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ウレタン製蹄鉄の接着装蹄が蹄機作用に及ぼす影響について

○倉ヶ﨑明・大塚尚人・立野大樹（美浦）・高橋佑治・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　一般的に行われている接着装蹄は、エクイ
ロックスなどの合成樹脂系接着剤によりアル
ミ製蹄鉄を蹄踵部に強く固定するため、走行
時の蹄踵部の拡張や収縮に影響を与え、蹄機
作用を阻害する可能性があることが第50回
研究発表会において、大塚らにより報告され
ている（図1）。海外では、柔軟性に優れた蹄踵
の動きを阻害しないとされる、接着用ウレタ
ン製蹄鉄が市販されており、競走馬にも使用
されている。しかし、蹄踵の動きに対してどの
程度影響を及ぼすか調査した報告はない。そ
こで我々は、ウレタン製蹄鉄を用いた接着装
蹄が蹄踵の動きに及ぼす影響について調査を
行ったので、その概要を報告する。

【材料と方法】
　サラブレッド種6頭(平均体重482 kg)の前
肢に対し、初めにエクイロックスを使用して
ウレタン製蹄鉄「Sound Horse社製 FLEXX®

（図2）」の接着装蹄（ウレタン接着）を行った。
その後、蹄踵間距離を測定するための渦電流
式変位センサを蹄踵部に、蹄の着地期・浮遊期
のタイミングを測定するためのひずみゲージ
を蹄尖壁中央部にそれぞれ装着した（図3）。
測定機器を装着後、トレッドミルにて常歩
(1.7 m/s)、速歩(4 m/s)、駈歩（8 m/sおよび12 
m/s）の各速度による蹄踵間距離を測定し、最
大拡張と最大収縮の値を合計した振幅量を求
めた。次に、測定機器を蹄に装着したままウレ
タン製蹄鉄を除去し、アルミ製蹄鉄を蹄の最
大横径部より前方で釘付けする通常の装蹄

（釘付け装蹄）を行い、ウレタン接着時と同一
の速度順で蹄踵間距離の変化量を測定し振幅
量を求め、両者を比較した（図4）。

【結果と考察】
　トレッドミル走行時に測定機器が脱落する

ことなくデータが得られたものについて（常
歩および速歩12肢中8肢、駈歩の反手前肢6肢
中5肢、駈歩の手前肢は検定に耐えうる数に
足りなかったため除外）、蹄踵間距離の振幅量
の平均値を比較したところ、ウレタン接着は
釘付け装蹄に対して、常歩(1.7 m/s)で94.0%、
速歩(4 m/s)で98.3%、駈歩（8 m/s）の反手前
肢で107.8%、駈歩（12 m/s）の反手前肢で
105.1%となったが、両者に有意な差はなかっ
た(図5)。以上の結果からウレタン接着は釘付
け装蹄と比較して、蹄機作用に与える影響に
大きな差がないと考えられた。また、大塚らの
報告ではアルミ製蹄鉄を用いた接着装蹄時に
は蹄踵間距離の変化量が、釘付け装蹄時と比
較して有意に減少したため、同じ手法で接着
装蹄を行った場合、ウレタン製蹄鉄はアルミ
製蹄鉄に比べ蹄機作用に及ぼす影響が少ない
可能性が示唆された（図6）。これは、アルミ製
蹄鉄と比較して柔軟性に優れたウレタン製蹄
鉄が蹄の負重に合わせて拡張・収縮するため
と考えられた。よって、ウレタン製蹄鉄を接着
装蹄時に使用することで、蹄機作用に及ぼす
影響はより軽減できると考えられた。
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図1 図4

図2 図5

図3 図6
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接着装蹄法におけるHANTONTM蹄鉄の有用性

○下村雄輝・諫山太朗・田中二寿（栗東）・高橋佑治・高橋敏之（総研）
吉原英留・石川裕博（栗東）

【背景と目的】
　HANTONTM蹄鉄とは、蹄側壁の一部分のみ
で固定する接着装蹄用蹄鉄で着地した状態で
の接着が可能である。競走馬に対する一般的
な接着装蹄法は蹄負面全体と蹄鉄を充填剤

（エクイロックス®）で固定する。この方法は充
填剤が硬化するまでの約5分間は蹄を着地で
きず、悪癖などのある馬では装着が困難な場
合がある。また、蹄踵部を強固に固定するため
蹄踵部の動きを抑制することが報告されてい
る（第50回競走馬に関する調査研究発表会）。
HANTONTM蹄鉄はその装着方法から蹄踵部の
動きを抑制しないと考えられているが、実際
に蹄踵部の動きを調査した報告はない。また、
本会内での装着実績もないことから、実用性
を確認するための装着実験と蹄踵部の動きに
関する調査を行い、接着装蹄法における
HANTONTM蹄鉄の有用性の検討を行った。

【材料と方法】
　①装着実験：乗用馬7頭の両前肢蹄に対し1
蹄ずつHANTONTM蹄鉄と釘打ちで兼用蹄鉄を
装着した。装着期間は20週間で、改装期間を4
週間として5回改装した。装着期間中の蹄鉄
の状態および落鉄回数を記録し、改装後1週
間毎に接着部の充填剤と蹄鉄の間に生じた空
隙の状態を4段階（A：なし、B：接着部幅の1/3
以下、C：2/3以下、D：2/3以上）で評価した（図
1）。
　②蹄踵部の動きに関する調査：サラブレッ
ド5頭の両前肢蹄に対し、大塚らの方法（第50
回競走馬に関する調査研究発表会）に準じて、
HANTONTM蹄鉄（H群）と釘打ちで兼用蹄鉄（釘
群）を装着し、トレッドミル走行時（常歩、速
歩、駈歩8、12m/s）における蹄踵間距離の変化
量を計測し、1完歩中の最大拡張量と最大収
縮量の合計である振幅について比較した。

【結果】
　①装着実験：蹄鉄の耐久性については延べ
35蹄のHANTONTM蹄鉄装着蹄で蹄鉄破損を1
回認めたが、極度に摩耗した蹄鉄はなく、4週
間問題なく装着できた。
　充填部の状態は時間経過とともに接着部の
空隙が増大した（図2）。落鉄回数の内訳は0回
が3頭、1回が1頭、2回が3頭であった。落鉄は
空隙の状態がAで2回、Cで2回、Dで3回生じて
おり（図3）、Aの2回はいずれも前回の装着期
間中に落鉄した馬で、落鉄により蹄壁が損傷
した部位にHANTONTM蹄鉄を再装着した馬で
あった（図4）。
　②蹄踵部の動きに関する調査：振幅の平均
値は全ての走行速度においてH群と釘群で差
は認められなかった（図5）。

【考察】
　HANTONTM蹄鉄は接着部の蹄壁が損傷した
状態では接着部の充填剤の状態に関係なく落
鉄しやすい可能性がある。しかし、蹄壁が損傷
しておらず、接着部の空隙が1/3以下であれ
ば落鉄の可能性は低く、複数回の改装でも良
好な接着状態を維持できると考えられた。ま
た、蹄踵部の動きへの影響は釘打ち装蹄と同
程度で、従来の接着装蹄法よりも影響は少な
いと考えられた。今回の調査からHANTONTM

蹄鉄は従来の蹄負面による接着装蹄が困難な
場合に用いるなど、接着装蹄法の一つとして
有用性があると考えられた。
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図1　充填部の評価方法

図2　充填部の状態

図4　落鉄により蹄壁が損傷した部位

図5　蹄踵部の動き

図3　充填部の状態と落鉄(●が落鉄)
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胆泥貯留を伴う胆管炎を発症した1症例

〇久米紘一(栗東)・上野孝範(総研)・青木基記・伊藤瑛基・小平和道・石川裕博(栗東)

【はじめに】
　ウマの胆管炎は、発熱・疝痛・黄疸を主症状
とする疾患であり、胆管結石や十二指腸絞扼
による胆汁のうっ滞、小腸からの上行性感染
が主な原因とされている。本疾患は中高齢馬
に多く認められ、現役競走馬での発症は稀で
ある。今回、我々は病理検査により胆管炎と診
断された症例に遭遇したので、その概要を報
告する。

【症例の概要】
　症例は、サラブレッド種競走馬（牡、7歳）
で、初診時に39℃の発熱と白血球数および肝
酵素（ALP）の高値が認められた（図1）。血液所
見より感染症を疑いセファロチンの投与を開
始した。また、ALPの高値が続くためチオプロ
ニンの投与も行った。第６病日に内視鏡検査
およびエコー検査を実施したが、明らかな異
常所見は認められなかった。その後、体温は平
熱となり、白血球数は正常範囲まで改善した
ことから、第11病日にセファロチンの投与を
終了し、経過観察とした。
　しかし、肝酵素の値は上昇傾向を示し、第
21病日より再度体温の上昇を認め、第24病日
に肝臓のエコー検査を実施した。この時点で
肝臓実質のエコー輝度は軽度の不均一化を認
め、肝内胆管の内部には僅かな高輝度領域を
認めた(図2)。その後、肝酵素の値は減少傾向
も、正常値に比べ高く、白血球数も上昇傾向を
示したため、第44病日に再度エコー検査を実
施した。前回と比較して、肝臓実質の不均一化
は進行し、肝内胆管の高輝度領域は大きく増
加しており、胆道疾患が強く疑われた(図3)。
　その後一般状態が徐々に悪化したため、第
47病日に安楽死とし病理解剖を実施した。

【病理所見】
　肝臓は腫大し、割面では明瞭な小葉構造が

確認された。これらは小葉間胆管や小葉間結
合組織の増生によるものであった。また、肝内
胆管においては泥状あるいは液状の胆汁うっ
滞が認められた（図4）。これらの所見は生前
のエコー検査で得られた所見と一致する病変
であると考えられた。
　肝臓と十二指腸をつなぐ総胆管は著しく拡
張し、管腔内には多数の細菌を含む胆泥塊が
認められた（図5）。また、同腔内には直径
2mm、長さ7cmほどの棒状異物が確認され、
組織学的に植物片と考えられた（図6）。

【まとめ】
　本症例は、肝酵素の上昇や肝臓のエコー検
査所見から、生前に胆道疾患が疑われ、病理検
査により胆管炎と確定診断することができ
た。一方で、今回の胆管炎の発症原因は大十二
指腸乳頭から総胆管内への異物の迷入と推察
されるが、生前に原因の特定は困難と考えら
れ、抗生剤の長期投与でも改善しない可能性
が高く、病態が不可逆的に進行した最大の要
因であると考えられた。
　今後は、胆道疾患を疑う症例に遭遇した際
には、腸管からの異物の迷入が原因の一つに
なることを念頭に置き、治療にあたるべきと
考えられた。



（135）

図1　体温および血液検査結果の推移 図4　病理所見（肝臓）

図2　肝臓のエコー画像（第24病日） 図5　病理所見（総胆管）

図3　肝臓のエコー画像（第44病日） 図6　総胆管内異物
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超音波Bモード法とパワードプラー法を併用した
繋靭帯脚炎の評価方法について

○飯森麻衣(常磐)・田村周久(総研)・塩瀬友樹(常磐)・笠嶋快周(総研)

【背景と目的】
　繋靭帯脚炎の画像診断には、超音波Bモード
法（B法）が用いられている。しかし近年、無症
状馬の繋靱帯脚部線維配列にも不整が認めら
れるとの報告が散見され、B法による繋靱帯脚
部診断に対する信頼も失いつつある。また、靭
帯損傷の低エコー所見はリハビリ過程で長期
間残存または消失しない症例も存在し、B法の
みで病態の変化や治癒の進行を評価すること
は難しい現状にある。そこで本研究では、従来
のB法による脚部評価（低エコーと靱帯線維配
列性の評価）に加え、超音波パワードプラー法

（PD法）による血管評価（炎症誘発性血管の有
無）を併用することで、より精度の高い繋靱帯
脚炎の評価方法の確立に取り組んだ。

【材料と方法】
　繋靭帯炎の既往がなく、脚部に臨床症状（腫
脹・熱感・触診痛・歩様の異常）を認めない無症
状群80脚（20頭×両前肢×内外側2脚）と脚部
に明らかな臨床症状を認め繋靱帯脚炎と診断
された発症群7脚（7頭：内側脚4、外側脚3）を
調査対象とした。脚部評価におけるB法は、肢
を負重させた状態で行い、Ramzanらの報告に
基づき4段階（グレード0-3）にグレード化し
た（図1）。血管評価におけるPD法は肢を挙上
した状態で行い、Rabbaらの報告に基づき5段
階（スコア0-4）にスコア化した（図2）。また、
発症群においては退厩時まで2～4週間の間
隔で超音波検査を実施した。

【結果】
　B法で無症状群の80脚中23脚（28.8％）はグ
レード1～2と評価された（図3左）。その23脚
の内3脚にはPD法で血管も認められ、そのス
コアは1が2脚、2が1脚であった（図4）。発症群
のB法による脚部評価のグレードは2～3（図3

右）で、PD法による血管評価は全症例陽性で
スコアは3以上であった（図4）。また、入所時
の発症群のB法による脚部評価のグレードは
3、血管スコアは4（中央値）であったが、230日
間（中央値）のリハビリ後の退所時平均はそれ
ぞれ1および2（中央値）となり、有意に低下し
た（図5）（p＜0.05：ウィルコクソンの符号順
位検定）。

【考察】
　無症状の繋靭帯脚部のB法による脚部評価
において軽微な低エコーや靭帯線維配列の不
整が約3割に認められたことから、臨床症状
や明確な低エコー所見が認められない場合、B
法のみで繋靱帯脚炎を確定診断することは難
しいと思われた。発症馬の血管スコアが3以
上であったのに対し無症状馬のほとんどが0
であったことから、PD法による評価は繋靱帯
脚炎の発症を示唆する指標の一つになり得る
と考えられた。また、リハビリ期の経時的な評
価においてB法による脚部評価のグレードお
よびPD法による血管評価のスコアは有意に
低くなったことから、両法を併用することは
損傷部の治癒評価に有用であると考えられ
た。
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図1 図4
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図5
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生体吸収性微粒子を用いた腱組織内への幹細胞移植方法の検討

○田村周久・福田健太郎・黒田泰輔・三田宇宙（総研）
田畑泰彦（京都大学）・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　細胞の足場として機能する生体吸収性微粒
子(ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア：
GMS；図1)と細胞を混合培養することで作製
される細胞凝集体は、細胞にとって生体内の
生存環境に近い三次元的な構造となるため、
従来からの平面培養で得られる二次元的な細
胞単独の状態よりも生理機能が高くなると報
告されている。GMSとウマ間葉系幹細胞
(MSC)を組み合わせ、腱組織内への移植に適
した細胞凝集体を作製することができれば、
屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効果を高め
られる可能性がある。本研究では、GMSとMSC
を用いた細胞凝集体の臨床応用を見据え、そ
の作製方法を検討するとともに、細胞凝集体
としての培養がMSC自体の細胞活性に与える
効果、および細胞凝集体が産生する液性因子
がウマ腱細胞の細胞活性に与える効果につい
て検討した。

【材料と方法】
　細胞凝集体の作製には低吸着面の96ウェ
ルプレートを用いた。①1 × 104個のMSCに
対して0、100、300、500、750および1000個
のGMSで凝集体を作製し、その直径を測定し
た。②500個のGMSに対して、1 × 104、5 × 
104および1 × 105個のMSCを混合培養し、培
養3日後に各凝集体の細胞活性をそれぞれ測
定した。また、1 × 104個のMSCのみで作製し
た凝集体の細胞活性を併せて測定した。③
GMSを用いた凝集体とMSCのみで作製した凝
集体を基本培養液のみで72h培養した後、各
培養上清を回収した。それぞれの培養上清で
ウマ腱細胞を培養し、細胞活性を測定した。
P<0.05を統計的に有意であると判断した。

【結果】
　①凝集体の直径はGMSの数量が多くなるに
つれて大きくなり、その平均値は順に184、
405、556、700、938および1077 μmであっ
た(図2)。②1 × 104個のMSC数とGMSを混合
培養した凝集体は、他の凝集体よりも有意に
細胞活性が高かった。(図3)③ウマ腱細胞の細
胞活性は、GMSを用いて作製した凝集体から
得られた培養上清のほうが、MSCのみで作製
した凝集体から得られた培養上清よりも、有
意に高かった(図4)。

【考察】
　腱組織内への幹細胞移植は注射針を用いて
局所に直接投与されている。細胞凝集体の直
径はGMS数に依存することが明らかになった
ため、GMS数を調整することによって、これま
でと同様に注射針を用いた幹細胞移植に対応
可能であると考えられた。GMSが存在するこ
とによって、酸素や栄養を供給する役割を担
う培養液が細胞凝集体の内部を循環すること
が報告されているため、本研究においても
GMSを用いた凝集体の細胞活性は、MSCのみ
で作製した凝集体の細胞活性よりも高かった
と考えられた。一方、GMS数に対してMSC数が
過剰になると、細胞活性の低下が認められた
ことから、適切な組み合わせを検討する必要
があると考えられた。また、GMSを用いた凝集
体は、ウマ腱細胞の増殖能を高める生理活性
物質を多く分泌していたと推察されることか
ら、腱損傷部の修復に有効である可能性が考
えられた。以上のことから、GMSを用いたウマ
幹細胞凝集体は幹細胞移植治療の効果を向上
させる可能性が示唆された。
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図1　凝集体の作製に使用したGMS 図4　MSC上清には腱細胞増殖効果がある

図2　GMS数に応じて凝集体は大きくなる

図3　凝集体はMSC活性を増強する

図5　本研究のまとめ
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ウマ多血小板血漿（PRP）の筋損傷部への投与が
周辺組織に与える影響についての検討

○福田健太郎・黒田泰輔・田村周久・三田宇宙・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　近年、ヒトでは多血小板血漿（PRP）をハム
ストリングスや肩回旋筋群の断裂のような筋
肉の損傷に応用し、消炎鎮痛効果や早期治癒
が認められたという報告が散見される。しか
し、ウマではPRPの筋損傷への応用の報告は
少ない現状にある。本治療ではPRPに含まれ
る高濃度のサイトカインを損傷した筋組織に
暴露することで治療効果を期待するのだが、
投与後のサイトカインがどの程度筋損傷部に
残存しているのかについての詳細な検討はな
されていない。そこで本研究では、実験的に作
製したウマ筋損傷モデルにPRPを投与し、投
与部位周辺の筋組織に含有されているサイト
カイン濃度の経時的な推移と形態の変化を調
査した。

【材料と方法】
　22頭のサラブレッドの中殿筋より健常筋
サンプル（PRE）を採材後、任意の5ヶ所に
10mLの0.5%塩酸ブピバカインを投与し、筋
損傷モデルを作製した。また、各馬の静脈血よ
り2段階遠心法でPRPを作製した。損傷作製翌
日（1D）にエコーにて損傷部位を確認した後、
1ヶ所からシャム筋サンプルを採材し、2ヶ所
に2回凍結融解法により活性化させた自己
PRP（PRP群：n=11）あるいは生食10mL（生食
群：n=11）を投与した。損傷作製2日（2D：各群
n=5）、3日（3D：n=6）、4日（4D：n=6）および7日
後（7D：n=5）に、PRPあるいは生食を投与した
部位より筋サンプル採材を行った。また、同時
に薬液投与を行っていない部位からもサンプ
ルを採材した（シャム群）。各サンプルの炎症
性サイトカイン（PDGF-BBおよびTGF-β1）濃
度をELISA法にて定量し、PREサンプルの濃度
を基準とした相対値により比較した。また、
PRP群と生食群の比較では各個体の採材日ご

とに対応するシャム群の数値で除した値で比
較した。また別の6頭の筋損傷モデルについ
て同様にPRPおよび生食投与を行い、2D、4D、
7Dの筋損傷部の組織学的検索を行った。

【結果】
　PRP群では2DにおけるPDGF-BB濃度がPRE

（ = 1）に対して有意に高値（平均±S E：
2.36±0.71；p=0.001）を示した。また、2Dに
おけるTGF-β1濃度はPREに対して有意に高
値（1.89±0.26；p=0.001）を示し、シャム群

（1.33±0.13）に対しても高い傾向を示した
（p=0.096）。PRP群では2DにおけるPDGF-BB
およびTGF-β1濃度が生食群に比べて高い傾
向が認められ（p=0.096）、4DにおけるTGF-β
1濃度は生食群に比べ有意に高かった

（p=0.016）。2Dの筋組織では、両群共通して筋
周囲膜部の著明な拡張所見が認められ、PRP
群では拡張部に著しい炎症細胞集蔟が認めら
れた。この所見は4Dまで継続して認められ
た。

【考察】
　PRP群において投与翌日に筋組織中サイト
カイン濃度が高かったことから、PRP投与に
より、少なくとも投与24時間後までは損傷部
位にサイトカインの暴露が持続していること
が示唆された。また、組織学的にもPRP投与に
よる炎症細胞の誘導が確認された。今後この
ようなサイトカインの一時的な高濃度暴露が
筋組織の炎症や筋細胞の増殖や分化に与える
影響について詳細な調査を行う必要があると
考えられた。
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図1　中殿筋における損傷採材部位および実験プ
ロトコル。採材部位は互いに5 cm以上離し、
ひとつの部位からは一度だけ採材を行った。

図3　2DにおけるPDGF-BB濃度をPRP群と生食群
で比較した結果、PRP群で高値を示す傾向が
見られた（p=0.096 マンホイットニー検
定）。

図2　PRPを投与された筋組織中のサイトカイン
濃度変化（PRE=1）。いずれも投与翌日に高
濃度を示した。また、TGF-β1は4Dでも高濃
度を示した。

図4　2Dおよび4DにおけるTGF-β1濃度をPRP群
と生食群で比較した結果、PRP群で高値で
あった（2D: p=0.096、4D: p=0.016、マンホ
イットニー検定）。
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下肢部骨疾患に対するO-arm
（3次元画像撮影機能を備えた移動型X線装置）の応用

○藤木亮介・美浦手術班（美浦）・大塚健史（栗東）・三田宇宙（総研）・立野大樹（美浦）

【背景と目的】
　競走馬の骨疾患に対する治療方法や予後を
判断する上で、正確な病態評価は非常に重要
であり、特に螺子固定術などの外科手術を必
要とする骨折症例では、高精度かつ効果的な
手術を行うために骨折の形状を正確に把握す
ることが必要不可欠である。海外においては、
Computed Tomography（以下CT）装置による
3次元的な骨折の評価が広く行われている
が、施設やコストの問題により国内の馬医療
施設での使用は一般的ではない。
　2017年に美浦TCへ導入されたメドトロ
ニック社製O-arm®イメージングシステム（以
下O-arm：図1）は、3次元画像撮影機能を備え
た移動型X線装置であり、対象物の周囲を360
度回転しながらX線撮影を行うことによっ
て、CTと同様に骨組織の断層画像および3次
元再構築画像を描出することが可能である。
ヒト医療においては、主に脊椎疾患の診断お
よび外科手術で広く利用されているが、ウマ
における使用は報告されていない。本研究で
は、ウマの下肢部骨疾患に対するO-armの有
用性を検討することを目的とした。

【材料と方法】
　2017年9月から2018年9月において、美浦
TCにて単純X線検査で下肢部骨疾患と診断さ
れ、全身麻酔下で螺子固定術もしくは関節鏡
術を実施したサラブレッド種競走馬36頭

（3.18±0.24歳）に対してO-arm検査を実施し
た。症例の内訳は、第3中手（足）骨々折14頭、
第3手（足）根骨板状骨折11頭、第1指（趾）骨々
折6頭、その他5頭であった。撮影は、倒馬後に
横臥位で手術台に乗せた状態で術前に実施し
た。骨折の形状把握や術式検討の判断材料と
してO-arm検査で得られた骨組織の断層画像
および3次元再構築画像を確認した。

【結果と考察】
　いずれの症例においても、O-arm検査に
よって骨折線の伸長や位置などが明確とな
り、骨折の形状を詳細に把握することが可能
であった（症例①～④）。特に、第3中手（足）
骨々折症例では、6頭で骨折部位の遠位掌

（蹠）側に楔状骨片が描出されたが、これらの
病変は単純X線検査では確認が困難であった

（症例③）。また、第1指骨複骨折症例では、
O-arm検査によって複雑に走行する骨折線を
3次元的に把握することができ、速やかな術
式検討が可能であった（症例④）。なお、各症例
のO-arm検査に要した時間は5～15分であっ
たため、全身状態への影響は軽微と思われた

（図2）。
　以上のことから、ウマの下肢部骨疾患に対
してO-armは応用可能と思われた。今後は症
例を蓄積し、O-arm検査によって確認された
微小な骨片や骨折線の伸長・位置といった詳
細な病態を把握し、それぞれの病態が予後に
与える影響について検討したい。
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図1 症例②

図2 症例③

症例① 症例④



（144） 馬の科学　Vol.56（2）2019

継時的にX線検査およびO-arm検査を実施した脛骨疲労骨折の一症例

○長島剛史・藤木亮介（美浦）・塩瀬友樹（常磐）・日高修平（BTC）・眞下聖吾（美浦）

【背景と目的】
　脛骨疲労骨折は、競走馬において下腿部を
原因とする跛行では最も一般的で、2~3歳の
サラブレッド種競走馬に発症することが多
く、急性跛行を主訴とする。診断には一般的に
単純X線検査（以下X線検査）が用いられるが、
骨折線を確認できることは稀で、脛骨尾側の
仮骨形成から診断できることがある。昨年美
浦TCに導入されたO-armはCTと同様に骨組
織の断層画像や3次元画像の描出が可能であ
る。今回、我々は両脛骨疲労骨折と診断した一
症例に対しX線検査およびO-arm検査を継時
的に実施したところ、若干の知見を得た。

【材料と方法】
　症例は、出走翌日より両後肢支跛（AAEP 
grade: 4/5）を呈したサラブレッド種雌馬（2
歳9ヶ月齢）で、初診時より両下腿部内側に打
診痛を認めた。X線検査を実施したところ、両
脛骨尾側に仮骨形成を認めたことから両脛骨
疲労骨折と診断した。その後、継時的にX線検
査およびO-arm検査を実施した。また既報（図
1）を参考とし、トレッドミルを用いたリハビ
リテーション（以下リハビリ）を行った。

【結果】
　X線検査において、右脛骨では第1病日に、
左脛骨では第5病日に尾側の仮骨形成が認め
られたが、検査期間を通じて骨折線は確認で
きなかった。右脛骨は第25病日に、左脛骨は
第17病日に仮骨の増生が最も明瞭となった。
右脛骨では第96病日に（図2）、左脛骨では第
67病日に仮骨の消退（辺縁の境界明瞭化およ
び消失）が確認された。O-arm検査において
は、両脛骨ともに第47病日で仮骨形成および
骨折線が最も明瞭に観察された（図3）。その
後、仮骨は徐々に縮小し、骨折線は不鮮明と
なったが、第119病日においても両脛骨の骨

折線は完全には消失しなかった（図4）。本症
例は第62病日よりトレッドミル上における
速歩運動を開始し、第120病日以降は駈歩運
動を行った（図5）が、検査期間を通じて臨床
症状、X線検査およびO-arm検査において骨折
の悪化を示唆する所見は認められなかった。

【考察】
　本症例では、O-arm検査においてX線検査と
同様に仮骨の縮小が認められたことに加え、
X線検査では描出されなかった骨折線が仮骨
消退後（X線検査）描出された。O-arm検査では
骨折線が残存した状態でリハビリを行ったが
患部の状態は悪化することなく順調に治癒し
た。このことは本疾患において休養期間、臨床
症状の良化およびX線検査による病態評価が
運動強度を検討する指標となることを示唆す
るものであった（図6）。これまで長期にわた
り断層画像を用いて骨折の治癒を評価した報
告がないことから、残存した骨折線の臨床的
意義については、さらなる調査が必要だと考
えられた。
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図1 図4

図2 図5

図3 図6
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第3中手骨遠位掌側部骨折の診断における立位MRI検査の有用性

○金井功太（栗東）・溝部文彬（美浦）・光田健太・神谷高弘・石川裕博（栗東）

【背景】
　第3中手骨遠位掌側部骨折 unicort ical  
condylar fracture（UCF）は、第3中手骨顆骨折
のうち骨折線が掌側部に限局されたものをい
う（P. H. L. Ramzan et al. Equine Vet J.47.
(6).2014）。
　UCFは、競走復帰までに約300日と比較的
長期間の休養が必要とされる一方、跛行以外
に明らかな臨床症状を示さず、損傷部位の特
定が困難な症例が存在する。また、骨折線が確
認される前に跛行が改善することもあり、早
期に調教が再開されることで骨折の重篤化に
つながる可能性がある。
　一般に、UCFの診断にはX線検査が用いら
れ、特に屈曲位背掌側（FlexDP）像や掌背側

（PD）像が有用とされる。しかし、損傷部位や
その程度によってはX線検査で骨折線を描出
できず、確定診断に至らない場合もある。一
方、RamzanらもUCF症例の約20％が立位MRI
検査でのみ診断できたと報告しているよう
に、UCF症例に対する立位MRI検査の有用性
が示唆されている。
　2014年から2018年に本会内でUCFと診断
した症例は17頭存在した（図1）。そのうち、X
線検査のみで確定診断が可能だった症例は
13頭であった。一方、X線検査で不明瞭な陰影
を認め、立位MRI検査で確定診断が可能で
あった症例が1頭、X線検査で早期には異常所
見が認められず、立位MRI検査で確定診断が
可能であった症例が3頭存在した。UCFと診断
した17頭のうち、16頭は1週間以内に診断可
能であった。一方、X線検査のみで診断した症
例のうち1頭は骨折線の描出に46日を要し
た。
　本報告では、X線検査に加えて立位MRI検査
を行い、UCFの診断に立位MRI検査が有用
だった2症例について概要を報告する。

【概要】
　症例1：サラブレッド種競走馬（牝・2歳）
　調教後にAAEPグレード2/5の跛行を呈し、
球節の屈曲痛を認めた。第1病日にFlexDP像
で不明瞭な陰影を認めたため、同日中に立位
MRI検査を実施した。立位MRI検査にて、掌側
に限局した骨折線が描出されたため、確定診
断とした。（図2）

　症例2：サラブレッド種競走馬（牡・5歳）
　調教後にAAEPグレード3/5の跛行を呈し
たが、明瞭な触診所見を認めなかった。Low-4
　Pointでの診断麻酔にて跛行が良化したた
め、球節以下の異常と判断されたものの、
FlexDP像およびPD像を含めたX線検査では異
常所見を認めなかった。精査のため、第3病日
に立位MRI検査を実施した。立位MRI検査で
は、掌側に限局した骨折線が描出された。
　なお、X線検査では第43病日にはじめて骨
折線が描出され、描出された骨折線は立位
MRI検査で描出された骨折線と同程度の長さ
であった。（図3）

【考察】
　UCFの診断において、立位MRI検査を実施
することで早期に診断が可能であった。本症
例では症状が早期に改善していたため、早期
に確定診断ができたことによって、調教再開
による骨折の重篤化を予防できた可能性が示
唆された。
　一方、X線検査のみを実施した場合は、脱灰
が進むまで骨折線を確認できず、診断まで時
間を要する症例も存在した。以上のことから、
UCFの診断において立位MRI検査は有用であ
ることが示唆された。
　今後は、立位MRI検査で描出できた骨折線
の長さと予後との関連性や螺子固定術の適応
について調査検討を継続したい。
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図1　2014年～2018年に本会内で診断した症例

図2　症例1のMRI画像

図3　症例2のMRI画像
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立位MRI検査により摘出範囲を特定した
若齢サラブレッド種競走馬の球状角壁腫

○佐藤　岳・光田健太・金井功太・栗東装蹄室・吉原英留・石川裕博（栗東）・上野孝範（総研）

【はじめに】
　角壁腫とは、蹄壁蹄骨間に形成される角質
の贅生で柱状および球状の良性腫瘍である。
現在のところ、高齢馬や乗用馬での発症が報
告されている。主に蹄冠部の外傷や蹄膿瘍に
起因すると言われており、角壁腫が蹄内で増
大することで、真皮葉や蹄骨が圧迫され、進行
するにつれて蹄骨を侵食し、骨融解が引き起
こされる。臨床症状は間欠的跛行、蹄底および
蹄壁における膨隆など外貌の異常、レントゲ
ン検査における骨吸収像などが認められる。
治療は、外科的介入による完全切除が必要で、
不完全な場合は残存組織からの再発リスクが
高い。術後は、蹄の形態および機能維持のため
に、フーフキャストや鉄橋付蹄鉄などによる
装蹄療法が行われる。予後は一般的に良好で
あり、乗用馬では完全除去できた場合、ほとん
どの症例で競技能力を回復したという報告が
ある。
　今回、立位MRI検査を用いることで腫瘤の
摘出範囲を特定し、角壁腫摘出術を行った1
症例について、その概要を報告する。

【症例の概要】
　サラブレッド種競走馬（3歳、牡）で、本会初
診時の約2ヶ月前から間欠的な右後肢跛行を
呈し、右後肢蹄底外側の膨隆を認めた。短期間
での放牧休養を繰り返すものの症状の良化を
認めなかった。
　本会初診時当日に、本会外装蹄師による蹄
底削切時に膨隆部から出血したため、往診依
頼があった。
　初診時の所見は、右後肢跛行（AAEPグレー
ド1/5～2/5）、趾動脈拍動の亢進、蹄底外側の
黄白色膨隆を認めた（図1）。臨床症状から角
壁腫を疑い、レントゲン検査を実施したもの
の、蹄骨融解などの異常所見は認められな

かった。翌日、立位MRI検査を実施したとこ
ろ、蹄底外側の蹄骨より遠位部において直径
約2cmの範囲で、T1強調画像で高信号（図2、
図3）、T2＊強調画像で中間信号、STIR画像で周
囲が高信号かつ中心部が低信号の領域が認め
られ、周囲がカプセル化された球状構造物が
存在することが推察された。
　全身麻酔下で立位MRI検査にて確認された
所見をもとに、蹄底側から腫瘤摘出術を実施
したところ、直径2cmの球状腫瘤が摘出され
た（図4）。病理組織学的検査の結果、摘出腫瘤
の内部は密実な角質組織により成り立ってお
り、表層には数層の扁平上皮が認められ、角壁
腫と診断された（図5）。
　手術後は包帯により患部を保護しつつ、洗
浄を実施した。また、術後は跛行を認めず、患
部表面の乾燥は順調に推移した。術後2週間
で鉄橋付蹄鉄を装着して常歩運動を開始し
た。術後2ヶ月で放牧先において坂路調教

（15s/F）を実施し、跛行を認めず、欠損してい
た患部の蹄組織の生長は順調である。

【結論】
　本症例は、3歳競走馬という若齢馬での稀
な発症例であった。また、立位MRI検査を実施
することで、腫瘤の立体的な構造や大きさな
どの手術時に有用な情報を得ることができ
た。
　本症例の経過は術後2ヶ月現在で、順調で
あり、早期の競走復帰が期待される。
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図1　初診時の蹄底写真

図2　立位MRI検査の矢状断面におけるT1強調画
像（矢印：高信号領域）

図3　立位MRI検査の横断面におけるT1強調画像
（矢印：高信号領域）

図4　摘出腫瘤

図5　摘出腫瘤の病理組織像
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ウマのエンドトキセミアモデルに対する経口メロキシカム製剤と
経口フルニキシン製剤の治療的効果の比較

○浦山俊太郎（馬事部）・長島剛史（美浦）・草野寛一・佐藤宏昭（栗東）
田中あかね・松田浩珍（東京農工大学）

【背景と目的】
　我々は昨年の本研究発表会にて、エンドト
キセミア（Et）モデルにおけるメロキシカム

（MX）の疼痛軽減効果を報告し、ウマEtに対す
る治療薬としての可能性を示唆した。本研究
では、ウマEtの第一選択薬であるフルニキシ
ンメグルミン（FM）とMXを比較することで臨
床現場における効果的な使用方法を検討し、
その特性を明らかにすることを目的とする。

【材料と方法】
　サラブレッド種9頭を用いて、既報に基づ
きEtモデルを作製した。MX群とFM群を各5頭
ずつ2群に分け（1頭は6週間以上の休薬期間
を設けたクロスオーバーを実施）、臨床症状が
発現するLPS投与30分後に被験薬を投与し
た 。被 験 薬 と し て M X 群 に は メ タ カ ム

（0.6mg/kg, Boehringer Ingelheim）を、FM群
にはバナミンペースト（1.1mg/kg, DSファー
マアニマルヘルス）を単回経口投与した。LPS
投与60分前から投与420分後まで直腸温、ペ
インスコア、蹄壁表面温度、白血球数、血漿
tumor necrosis factor-alpha（TNF-α）濃度お
よびコルチゾール濃度を経時的に測定し、両
群間で比較した。

【結果と考察】
　ペインスコアは、両群ともにLPS投与60分
後から上昇、MX群は投与90分後、FM群では
投与60分後に最高値を示し、LPS投与180分
後には両群ともLPS投与前のスコアに復し
た。MX群とFM群の最高値に有意差を認めな
かったことから、両薬物の疼痛軽減効果が同
等であることが示唆された。また、両群におけ
るペインスコア最高値への到達時間の差は、
両薬物動態の差によるものと推察された。指

動脈灌流量の間接的な指標である蹄壁表面温
度もまた、両群ともにLPS投与60分後から下
降し、MX群は投与180分後、FM群は投与120
分後に最低値を認めた。本結果もペインスコ
アと同様に薬物動態の差によるものと推察さ
れた。TNF-α濃度は、MX群でLPS投与60分後
に急上昇し、投与120分後まで高値を認めた。
一方FM群における上昇は緩徐であり、最高値
はMX群に比較して有意に低かった（P <  
0.01）。この結果は、非ステロイド系抗炎症薬
はTNF-αなどのサイトカインに影響を与え
ないという多くの既報と異なるため、さらな
る調査が必要である。その他の項目の変化は
MX群とFM群で同様であった。
　本研究により、Etに対してMXとFMは同程
度の疼痛軽減効果を持つことや両薬物動態に
差があることが示唆された。このことに加え、
多くの既報で指摘されているFMによる消化
管への副作用を考慮すると、臨床現場におい
て、経口FMは即効性が求められる症例に対し
て、MXは長期間にわたる抗炎症薬が必要な症
例に対して有用であると考えられた。
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7~10ヶ月齢であった。供試馬の取り扱いに関する
全ての手順は、日本中央競馬会日高育成牧場実験
動物管理委員会のガイドラインに従って行った。

長日処理
　100ワットの電球を馬房（3.6m×3.6m）の天井
に設置し、明期が14.5時間および暗期が9.5時間に
設定した。光の強さは、馬の頭の高さで約100ルク
スであった。この日照条件は、北海道日高地方の5
月の日照時間を基に設定した。

被毛状態の評価
　被毛の状態は、無作為に10頭（長日処理群：5頭、
対照群：5頭）を抽出して評価した。8人の評価者が
4月の被毛の状態を評価した。「良い」、「普通」、「悪
い」で3段階の評価を行い、それぞれ3点、2点、1点
の点数をつけ、その平均点を各群で比較した。

採血
　12月から翌年の5月まで毎月1回、頸静脈からヘ
パリン加真空採血管（10mL）を用いて、雌馬から
採血した。血漿を分離し、測定まで－20℃で保存
した。

初回排卵日の推定
　雌馬の血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以
上になった日の7日前を初回排卵日と推定した。

ホルモンの測定
　血中プロジェステロン濃度は、時間分解酵素免
疫測定法（PerkinElmer, Waltham, MA, U.S.A）で測
定した[9,14]。アッセイ内およびアッセイ間変動
は、それぞれ5.5%、8.6%であった。

統計処理
　被毛の評価の比較は、Mann-WhitneyのU検定を
用いて有意差を判定した。有意差検定では、有意水
準5%以下で有意と判定した。

結果
冬毛の脱毛変化
　図1に11～13ヶ月齢（実験開始4ヶ月）の4月に

撮影した代表的な写真を、図2に両群のスコアの
グラフを記載した。対照群では、雄馬（図1A）と雌
馬（図1C）ともに冬毛が残っていた。一方、長日処
理群では、雄馬（図1B）と雌馬（図1D）ともに冬毛の
脱毛が促進された。被毛の評価スコアは、長日処理
群で対照群よりも有意に高い値を示した（図2）。

雌馬における内分泌変化
　血中プロジェステロン濃度は、両群で明らかな
違いが認められた。対照群では12月から3月まで、
血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以下の基底
値で推移した（図3A）。一方、長日処理群では、2月
には血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以上を
示す個体が出現し、それ以降も高い値を維持した

（図3B）。

初回排卵日
　対照群では4月まで、排卵した個体は認められ
なかった（0%）が、長日処理群では7頭中5頭

（71.43%）で排卵が起こったと判断された。

考察
　本研究では、雌雄サラブレッド種1歳馬におけ
る被毛や性腺への長日処理の影響を検討し、1歳
馬においても長日処理が冬毛から夏毛への脱毛変
化（冬毛の脱毛）を促進することを初めて明らかに
した。また、雌馬において、長日処理が血中プロ
ジェステロン濃度の早期上昇を引き起こしたこと
から、1歳馬においても繁殖牝馬や育成馬と同様
に卵巣機能や排卵を促進することを明らかにした
[10,13,15,17]。
　馬は、典型的な長日性季節繁殖動物であること
から、光や温度などの外部環境の変化が体内の神
経内分泌的変化を誘発することが知られている。
我々は、日本で出生したサラブレッドを用いて、出
生後2年間の生殖関連ホルモンの分泌変化を調べ
た結果から、出生後初めて迎える繁殖期でも、視床
下部-下垂体系がすでに成熟雌馬と同様に光周期
に反応してプロラクチン分泌を亢進するが、性腺
刺激ホルモンの分泌亢進は起こらない事実を明ら
かにした[5 ]。血中プロジェステロン濃度が
2ng/mL、または平均濃度の2倍の標準偏差以上に
上昇したときを性成熟と仮定すると、南半球では
雌ウマは52週齢で性成熟に達すると報告されて
いる[2]。このことは、北半球に位置する日本のサ
ラブレッド種雌ウマでも同様であることが明らか
にされている[5]。
　我々は、日本で出生したサラブレッド種育成馬
の非繁殖期に、長日処理で人工的に作出した長日
条件下で飼育すると、冬毛の脱毛や性腺機能が刺
激されることを明らかにした[10,13,17]。血中プ
ロラクチン濃度の変化は、雌雄ともに日照時間の
変化と正の相関を示した。また、サラブレッド種雄
馬や去勢馬では、気温よりも日照時間により強い
相関を示すことを明らかにした[4]。
　松果体から分泌されるメラトニンは、暗期に分
泌が亢進し、明期には分泌が低下することから、短
日期に比べて長日期には分泌量が少ないことが知

られている。雌馬のプロラクチン分泌は、日照時間
の長い春から初夏の間はメラトニンにより分泌が
抑制されていると報告されている[8]。我々が、日
本で出生したサラブレッドで調べた結果から、血
中プロラクチン濃度は、雌雄ともに出生した年（0
歳）の繁殖期と翌年（1歳）繁殖期で、同レベルであ
ることを明らかにした[5]。これらの結果は、1歳馬
においてもプロラクチンが冬毛の脱毛を促進する
主要なホルモンであることを支持するものであ
る。寒冷気候や温暖気候に生息する多くの哺乳類
において、プロラクチンの分泌と被毛の季節的な
変化に強い関連があることが報告されている。
ジャンガリアン・ハムスター[7]、ブルーフォック
ス[16]、ヒツジ　[1,11]、ヤギ　[6]、シカ　[3]にお
いて、血中プロラクチンの濃度が高い時期には夏
毛を成長させ、低い時は冬毛を成長させることが
報告されている。また、ジャンガリアン・ハムス
ター[7]、ブルーフォックス　[16]、シカ　[3]にお
いては、プロラクチンが季節的な毛のサイクルに
関与していることが実験的にも明らかにされてい
る。
　本研究では、繁殖雌馬や育成馬と同様に1歳馬
においても、長日処理が冬毛の脱毛や性腺機能を
賦活化することを明らかにした。性腺からのステ
ロイドホルモンは、筋肉を増強し、骨密度を増加さ
せるなどの作用を有することから、長日処理は、1
歳馬から育成馬の間のトレーニングによるリスク
を減らす可能性があることを示唆するものであ
る。
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研究レポート

原田健弘1, 2)・南保泰雄1, 3)・石丸睦樹4)・佐藤文夫1, 5)・永岡謙太郎1, 2, 6)

渡辺　元1, 2, 6)・田谷一善2, 7)

緒論
　季節繁殖動物における春機発動や性成熟には、
日照時間の変化が重要な要因であることが報告さ
れている[2,5,12]。日照時間の情報は、動物の体内
では松果体から分泌されるメラトニンや下垂体前
葉から分泌されるプロラクチンの血中濃度の変化
により視床下部・下垂体・性腺軸に伝達される
[2,5]。ウマは典型的な長日性季節繁殖動物である
ため、非繁殖季節である冬に照明時間を延長する
ことにより雌馬の卵巣機能を賦活化することが可
能である。ウマの生産現場では、この様なウマの繁
殖特性を利用して、冬に馬房内の照明時間を延長
することにより雌馬の排卵時間を早める長日処理
が広く使用されている[15]。最近、長日処理は育成

馬においても、成長の促進、筋肉量の増加、性腺機
能の促進や冬毛の脱毛促進などに効果があること
が報告された[10,13,17]。本研究では、長日処理法
のサラブレッド種1歳馬における脱毛と性腺機能
の促進作用について検討した。

材料および方法
供試馬
　北海道日高地方で飼養された2006年生まれの
サラブレッド種29頭（雄：11頭、雌18頭）を用い
た。15頭（雄：8頭、雌：7頭）には、2006年12月25日
から2007年5月7日まで長日処理を実施した。残
りの14頭（雄：3頭、雌：11頭）は、対照群として自然
光下で飼養した。実験開始時点で、供試馬は

要約

　雌雄サラブレッド種の７～９ヶ月齢の12月から12~14ヶ月齢の5月まで、長日処理（明期：14.5時間、
暗期：9.5時間）を実施し、被毛の変化と性腺機能に及ぼす効果を検討した。長日処理を実施した群は、4
月には、雌雄ともに冬毛が脱毛して夏毛に変化したが、対照群では変化が認められなかった。雌馬の血
中のプロジェステロン濃度を測定して初回排卵時期を推定した結果、長日処理群では対照群と比較し
て初回排卵時期の早期化が認められた。本研究の結果から、1歳馬でも長日処理が冬毛の脱毛を促進し、
雌では排卵の早期化を引き起こすことが明らかになった。
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サラブレッド種1歳馬の被毛変化と
性腺機能に及ぼす長日処理の促進効果
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7~10ヶ月齢であった。供試馬の取り扱いに関する
全ての手順は、日本中央競馬会日高育成牧場実験
動物管理委員会のガイドラインに従って行った。

長日処理
　100ワットの電球を馬房（3.6m×3.6m）の天井
に設置し、明期が14.5時間および暗期が9.5時間に
設定した。光の強さは、馬の頭の高さで約100ルク
スであった。この日照条件は、北海道日高地方の5
月の日照時間を基に設定した。

被毛状態の評価
　被毛の状態は、無作為に10頭（長日処理群：5頭、
対照群：5頭）を抽出して評価した。8人の評価者が
4月の被毛の状態を評価した。「良い」、「普通」、「悪
い」で3段階の評価を行い、それぞれ3点、2点、1点
の点数をつけ、その平均点を各群で比較した。

採血
　12月から翌年の5月まで毎月1回、頸静脈からヘ
パリン加真空採血管（10mL）を用いて、雌馬から
採血した。血漿を分離し、測定まで－20℃で保存
した。

初回排卵日の推定
　雌馬の血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以
上になった日の7日前を初回排卵日と推定した。

ホルモンの測定
　血中プロジェステロン濃度は、時間分解酵素免
疫測定法（PerkinElmer, Waltham, MA, U.S.A）で測
定した[9,14]。アッセイ内およびアッセイ間変動
は、それぞれ5.5%、8.6%であった。

統計処理
　被毛の評価の比較は、Mann-WhitneyのU検定を
用いて有意差を判定した。有意差検定では、有意水
準5%以下で有意と判定した。

結果
冬毛の脱毛変化
　図1に11～13ヶ月齢（実験開始4ヶ月）の4月に

撮影した代表的な写真を、図2に両群のスコアの
グラフを記載した。対照群では、雄馬（図1A）と雌
馬（図1C）ともに冬毛が残っていた。一方、長日処
理群では、雄馬（図1B）と雌馬（図1D）ともに冬毛の
脱毛が促進された。被毛の評価スコアは、長日処理
群で対照群よりも有意に高い値を示した（図2）。

雌馬における内分泌変化
　血中プロジェステロン濃度は、両群で明らかな
違いが認められた。対照群では12月から3月まで、
血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以下の基底
値で推移した（図3A）。一方、長日処理群では、2月
には血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以上を
示す個体が出現し、それ以降も高い値を維持した

（図3B）。

初回排卵日
　対照群では4月まで、排卵した個体は認められ
なかった（0%）が、長日処理群では7頭中5頭

（71.43%）で排卵が起こったと判断された。

考察
　本研究では、雌雄サラブレッド種1歳馬におけ
る被毛や性腺への長日処理の影響を検討し、1歳
馬においても長日処理が冬毛から夏毛への脱毛変
化（冬毛の脱毛）を促進することを初めて明らかに
した。また、雌馬において、長日処理が血中プロ
ジェステロン濃度の早期上昇を引き起こしたこと
から、1歳馬においても繁殖牝馬や育成馬と同様
に卵巣機能や排卵を促進することを明らかにした
[10,13,15,17]。
　馬は、典型的な長日性季節繁殖動物であること
から、光や温度などの外部環境の変化が体内の神
経内分泌的変化を誘発することが知られている。
我々は、日本で出生したサラブレッドを用いて、出
生後2年間の生殖関連ホルモンの分泌変化を調べ
た結果から、出生後初めて迎える繁殖期でも、視床
下部-下垂体系がすでに成熟雌馬と同様に光周期
に反応してプロラクチン分泌を亢進するが、性腺
刺激ホルモンの分泌亢進は起こらない事実を明ら
かにした[5 ]。血中プロジェステロン濃度が
2ng/mL、または平均濃度の2倍の標準偏差以上に
上昇したときを性成熟と仮定すると、南半球では
雌ウマは52週齢で性成熟に達すると報告されて
いる[2]。このことは、北半球に位置する日本のサ
ラブレッド種雌ウマでも同様であることが明らか
にされている[5]。
　我々は、日本で出生したサラブレッド種育成馬
の非繁殖期に、長日処理で人工的に作出した長日
条件下で飼育すると、冬毛の脱毛や性腺機能が刺
激されることを明らかにした[10,13,17]。血中プ
ロラクチン濃度の変化は、雌雄ともに日照時間の
変化と正の相関を示した。また、サラブレッド種雄
馬や去勢馬では、気温よりも日照時間により強い
相関を示すことを明らかにした[4]。
　松果体から分泌されるメラトニンは、暗期に分
泌が亢進し、明期には分泌が低下することから、短
日期に比べて長日期には分泌量が少ないことが知

られている。雌馬のプロラクチン分泌は、日照時間
の長い春から初夏の間はメラトニンにより分泌が
抑制されていると報告されている[8]。我々が、日
本で出生したサラブレッドで調べた結果から、血
中プロラクチン濃度は、雌雄ともに出生した年（0
歳）の繁殖期と翌年（1歳）繁殖期で、同レベルであ
ることを明らかにした[5]。これらの結果は、1歳馬
においてもプロラクチンが冬毛の脱毛を促進する
主要なホルモンであることを支持するものであ
る。寒冷気候や温暖気候に生息する多くの哺乳類
において、プロラクチンの分泌と被毛の季節的な
変化に強い関連があることが報告されている。
ジャンガリアン・ハムスター[7]、ブルーフォック
ス[16]、ヒツジ　[1,11]、ヤギ　[6]、シカ　[3]にお
いて、血中プロラクチンの濃度が高い時期には夏
毛を成長させ、低い時は冬毛を成長させることが
報告されている。また、ジャンガリアン・ハムス
ター[7]、ブルーフォックス　[16]、シカ　[3]にお
いては、プロラクチンが季節的な毛のサイクルに
関与していることが実験的にも明らかにされてい
る。
　本研究では、繁殖雌馬や育成馬と同様に1歳馬
においても、長日処理が冬毛の脱毛や性腺機能を
賦活化することを明らかにした。性腺からのステ
ロイドホルモンは、筋肉を増強し、骨密度を増加さ
せるなどの作用を有することから、長日処理は、1
歳馬から育成馬の間のトレーニングによるリスク
を減らす可能性があることを示唆するものであ
る。
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緒論
　季節繁殖動物における春機発動や性成熟には、
日照時間の変化が重要な要因であることが報告さ
れている[2,5,12]。日照時間の情報は、動物の体内
では松果体から分泌されるメラトニンや下垂体前
葉から分泌されるプロラクチンの血中濃度の変化
により視床下部・下垂体・性腺軸に伝達される
[2,5]。ウマは典型的な長日性季節繁殖動物である
ため、非繁殖季節である冬に照明時間を延長する
ことにより雌馬の卵巣機能を賦活化することが可
能である。ウマの生産現場では、この様なウマの繁
殖特性を利用して、冬に馬房内の照明時間を延長
することにより雌馬の排卵時間を早める長日処理
が広く使用されている[15]。最近、長日処理は育成

馬においても、成長の促進、筋肉量の増加、性腺機
能の促進や冬毛の脱毛促進などに効果があること
が報告された[10,13,17]。本研究では、長日処理法
のサラブレッド種1歳馬における脱毛と性腺機能
の促進作用について検討した。

材料および方法
供試馬
　北海道日高地方で飼養された2006年生まれの
サラブレッド種29頭（雄：11頭、雌18頭）を用い
た。15頭（雄：8頭、雌：7頭）には、2006年12月25日
から2007年5月7日まで長日処理を実施した。残
りの14頭（雄：3頭、雌：11頭）は、対照群として自然
光下で飼養した。実験開始時点で、供試馬は

図1　雌雄サラブレッドの1歳の4月時点での被毛
の比較（A：対照群の雄馬、B：長日処理群の雄馬、C：
対照群の雌馬、D：長日処理群の雌馬）。Control：対照
群、 Extended Photoperiod：長日処理群

図2　雌雄サラブレッドの1歳4月の長日処理群(EP, 
□)と対照群(Control,  ■)の被毛状態のスコア
（Evaluation Point）の比較　結果は平均±SEMで示
した。*P<0.05.
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7~10ヶ月齢であった。供試馬の取り扱いに関する
全ての手順は、日本中央競馬会日高育成牧場実験
動物管理委員会のガイドラインに従って行った。

長日処理
　100ワットの電球を馬房（3.6m×3.6m）の天井
に設置し、明期が14.5時間および暗期が9.5時間に
設定した。光の強さは、馬の頭の高さで約100ルク
スであった。この日照条件は、北海道日高地方の5
月の日照時間を基に設定した。

被毛状態の評価
　被毛の状態は、無作為に10頭（長日処理群：5頭、
対照群：5頭）を抽出して評価した。8人の評価者が
4月の被毛の状態を評価した。「良い」、「普通」、「悪
い」で3段階の評価を行い、それぞれ3点、2点、1点
の点数をつけ、その平均点を各群で比較した。

採血
　12月から翌年の5月まで毎月1回、頸静脈からヘ
パリン加真空採血管（10mL）を用いて、雌馬から
採血した。血漿を分離し、測定まで－20℃で保存
した。

初回排卵日の推定
　雌馬の血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以
上になった日の7日前を初回排卵日と推定した。

ホルモンの測定
　血中プロジェステロン濃度は、時間分解酵素免
疫測定法（PerkinElmer, Waltham, MA, U.S.A）で測
定した[9,14]。アッセイ内およびアッセイ間変動
は、それぞれ5.5%、8.6%であった。

統計処理
　被毛の評価の比較は、Mann-WhitneyのU検定を
用いて有意差を判定した。有意差検定では、有意水
準5%以下で有意と判定した。

結果
冬毛の脱毛変化
　図1に11～13ヶ月齢（実験開始4ヶ月）の4月に

撮影した代表的な写真を、図2に両群のスコアの
グラフを記載した。対照群では、雄馬（図1A）と雌
馬（図1C）ともに冬毛が残っていた。一方、長日処
理群では、雄馬（図1B）と雌馬（図1D）ともに冬毛の
脱毛が促進された。被毛の評価スコアは、長日処理
群で対照群よりも有意に高い値を示した（図2）。

雌馬における内分泌変化
　血中プロジェステロン濃度は、両群で明らかな
違いが認められた。対照群では12月から3月まで、
血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以下の基底
値で推移した（図3A）。一方、長日処理群では、2月
には血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以上を
示す個体が出現し、それ以降も高い値を維持した

（図3B）。

初回排卵日
　対照群では4月まで、排卵した個体は認められ
なかった（0%）が、長日処理群では7頭中5頭

（71.43%）で排卵が起こったと判断された。

考察
　本研究では、雌雄サラブレッド種1歳馬におけ
る被毛や性腺への長日処理の影響を検討し、1歳
馬においても長日処理が冬毛から夏毛への脱毛変
化（冬毛の脱毛）を促進することを初めて明らかに
した。また、雌馬において、長日処理が血中プロ
ジェステロン濃度の早期上昇を引き起こしたこと
から、1歳馬においても繁殖牝馬や育成馬と同様
に卵巣機能や排卵を促進することを明らかにした
[10,13,15,17]。
　馬は、典型的な長日性季節繁殖動物であること
から、光や温度などの外部環境の変化が体内の神
経内分泌的変化を誘発することが知られている。
我々は、日本で出生したサラブレッドを用いて、出
生後2年間の生殖関連ホルモンの分泌変化を調べ
た結果から、出生後初めて迎える繁殖期でも、視床
下部-下垂体系がすでに成熟雌馬と同様に光周期
に反応してプロラクチン分泌を亢進するが、性腺
刺激ホルモンの分泌亢進は起こらない事実を明ら
かにした[5 ]。血中プロジェステロン濃度が
2ng/mL、または平均濃度の2倍の標準偏差以上に
上昇したときを性成熟と仮定すると、南半球では
雌ウマは52週齢で性成熟に達すると報告されて
いる[2]。このことは、北半球に位置する日本のサ
ラブレッド種雌ウマでも同様であることが明らか
にされている[5]。
　我々は、日本で出生したサラブレッド種育成馬
の非繁殖期に、長日処理で人工的に作出した長日
条件下で飼育すると、冬毛の脱毛や性腺機能が刺
激されることを明らかにした[10,13,17]。血中プ
ロラクチン濃度の変化は、雌雄ともに日照時間の
変化と正の相関を示した。また、サラブレッド種雄
馬や去勢馬では、気温よりも日照時間により強い
相関を示すことを明らかにした[4]。
　松果体から分泌されるメラトニンは、暗期に分
泌が亢進し、明期には分泌が低下することから、短
日期に比べて長日期には分泌量が少ないことが知

られている。雌馬のプロラクチン分泌は、日照時間
の長い春から初夏の間はメラトニンにより分泌が
抑制されていると報告されている[8]。我々が、日
本で出生したサラブレッドで調べた結果から、血
中プロラクチン濃度は、雌雄ともに出生した年（0
歳）の繁殖期と翌年（1歳）繁殖期で、同レベルであ
ることを明らかにした[5]。これらの結果は、1歳馬
においてもプロラクチンが冬毛の脱毛を促進する
主要なホルモンであることを支持するものであ
る。寒冷気候や温暖気候に生息する多くの哺乳類
において、プロラクチンの分泌と被毛の季節的な
変化に強い関連があることが報告されている。
ジャンガリアン・ハムスター[7]、ブルーフォック
ス[16]、ヒツジ　[1,11]、ヤギ　[6]、シカ　[3]にお
いて、血中プロラクチンの濃度が高い時期には夏
毛を成長させ、低い時は冬毛を成長させることが
報告されている。また、ジャンガリアン・ハムス
ター[7]、ブルーフォックス　[16]、シカ　[3]にお
いては、プロラクチンが季節的な毛のサイクルに
関与していることが実験的にも明らかにされてい
る。
　本研究では、繁殖雌馬や育成馬と同様に1歳馬
においても、長日処理が冬毛の脱毛や性腺機能を
賦活化することを明らかにした。性腺からのステ
ロイドホルモンは、筋肉を増強し、骨密度を増加さ
せるなどの作用を有することから、長日処理は、1
歳馬から育成馬の間のトレーニングによるリスク
を減らす可能性があることを示唆するものであ
る。
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馬においても、成長の促進、筋肉量の増加、性腺機
能の促進や冬毛の脱毛促進などに効果があること
が報告された[10,13,17]。本研究では、長日処理法
のサラブレッド種1歳馬における脱毛と性腺機能
の促進作用について検討した。

材料および方法
供試馬
　北海道日高地方で飼養された2006年生まれの
サラブレッド種29頭（雄：11頭、雌18頭）を用い
た。15頭（雄：8頭、雌：7頭）には、2006年12月25日
から2007年5月7日まで長日処理を実施した。残
りの14頭（雄：3頭、雌：11頭）は、対照群として自然
光下で飼養した。実験開始時点で、供試馬は

図3　雌サラブレッド出生年の12月から1歳の5月
の対照群（A）と長日処理群（B）の個体別の血中プロ
ジェステロンの濃度。横軸の英字は月の最初の文字
を表す。
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7~10ヶ月齢であった。供試馬の取り扱いに関する
全ての手順は、日本中央競馬会日高育成牧場実験
動物管理委員会のガイドラインに従って行った。

長日処理
　100ワットの電球を馬房（3.6m×3.6m）の天井
に設置し、明期が14.5時間および暗期が9.5時間に
設定した。光の強さは、馬の頭の高さで約100ルク
スであった。この日照条件は、北海道日高地方の5
月の日照時間を基に設定した。

被毛状態の評価
　被毛の状態は、無作為に10頭（長日処理群：5頭、
対照群：5頭）を抽出して評価した。8人の評価者が
4月の被毛の状態を評価した。「良い」、「普通」、「悪
い」で3段階の評価を行い、それぞれ3点、2点、1点
の点数をつけ、その平均点を各群で比較した。

採血
　12月から翌年の5月まで毎月1回、頸静脈からヘ
パリン加真空採血管（10mL）を用いて、雌馬から
採血した。血漿を分離し、測定まで－20℃で保存
した。

初回排卵日の推定
　雌馬の血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以
上になった日の7日前を初回排卵日と推定した。

ホルモンの測定
　血中プロジェステロン濃度は、時間分解酵素免
疫測定法（PerkinElmer, Waltham, MA, U.S.A）で測
定した[9,14]。アッセイ内およびアッセイ間変動
は、それぞれ5.5%、8.6%であった。

統計処理
　被毛の評価の比較は、Mann-WhitneyのU検定を
用いて有意差を判定した。有意差検定では、有意水
準5%以下で有意と判定した。

結果
冬毛の脱毛変化
　図1に11～13ヶ月齢（実験開始4ヶ月）の4月に

撮影した代表的な写真を、図2に両群のスコアの
グラフを記載した。対照群では、雄馬（図1A）と雌
馬（図1C）ともに冬毛が残っていた。一方、長日処
理群では、雄馬（図1B）と雌馬（図1D）ともに冬毛の
脱毛が促進された。被毛の評価スコアは、長日処理
群で対照群よりも有意に高い値を示した（図2）。

雌馬における内分泌変化
　血中プロジェステロン濃度は、両群で明らかな
違いが認められた。対照群では12月から3月まで、
血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以下の基底
値で推移した（図3A）。一方、長日処理群では、2月
には血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以上を
示す個体が出現し、それ以降も高い値を維持した

（図3B）。

初回排卵日
　対照群では4月まで、排卵した個体は認められ
なかった（0%）が、長日処理群では7頭中5頭

（71.43%）で排卵が起こったと判断された。

考察
　本研究では、雌雄サラブレッド種1歳馬におけ
る被毛や性腺への長日処理の影響を検討し、1歳
馬においても長日処理が冬毛から夏毛への脱毛変
化（冬毛の脱毛）を促進することを初めて明らかに
した。また、雌馬において、長日処理が血中プロ
ジェステロン濃度の早期上昇を引き起こしたこと
から、1歳馬においても繁殖牝馬や育成馬と同様
に卵巣機能や排卵を促進することを明らかにした
[10,13,15,17]。
　馬は、典型的な長日性季節繁殖動物であること
から、光や温度などの外部環境の変化が体内の神
経内分泌的変化を誘発することが知られている。
我々は、日本で出生したサラブレッドを用いて、出
生後2年間の生殖関連ホルモンの分泌変化を調べ
た結果から、出生後初めて迎える繁殖期でも、視床
下部-下垂体系がすでに成熟雌馬と同様に光周期
に反応してプロラクチン分泌を亢進するが、性腺
刺激ホルモンの分泌亢進は起こらない事実を明ら
かにした[5 ]。血中プロジェステロン濃度が
2ng/mL、または平均濃度の2倍の標準偏差以上に
上昇したときを性成熟と仮定すると、南半球では
雌ウマは52週齢で性成熟に達すると報告されて
いる[2]。このことは、北半球に位置する日本のサ
ラブレッド種雌ウマでも同様であることが明らか
にされている[5]。
　我々は、日本で出生したサラブレッド種育成馬
の非繁殖期に、長日処理で人工的に作出した長日
条件下で飼育すると、冬毛の脱毛や性腺機能が刺
激されることを明らかにした[10,13,17]。血中プ
ロラクチン濃度の変化は、雌雄ともに日照時間の
変化と正の相関を示した。また、サラブレッド種雄
馬や去勢馬では、気温よりも日照時間により強い
相関を示すことを明らかにした[4]。
　松果体から分泌されるメラトニンは、暗期に分
泌が亢進し、明期には分泌が低下することから、短
日期に比べて長日期には分泌量が少ないことが知

られている。雌馬のプロラクチン分泌は、日照時間
の長い春から初夏の間はメラトニンにより分泌が
抑制されていると報告されている[8]。我々が、日
本で出生したサラブレッドで調べた結果から、血
中プロラクチン濃度は、雌雄ともに出生した年（0
歳）の繁殖期と翌年（1歳）繁殖期で、同レベルであ
ることを明らかにした[5]。これらの結果は、1歳馬
においてもプロラクチンが冬毛の脱毛を促進する
主要なホルモンであることを支持するものであ
る。寒冷気候や温暖気候に生息する多くの哺乳類
において、プロラクチンの分泌と被毛の季節的な
変化に強い関連があることが報告されている。
ジャンガリアン・ハムスター[7]、ブルーフォック
ス[16]、ヒツジ　[1,11]、ヤギ　[6]、シカ　[3]にお
いて、血中プロラクチンの濃度が高い時期には夏
毛を成長させ、低い時は冬毛を成長させることが
報告されている。また、ジャンガリアン・ハムス
ター[7]、ブルーフォックス　[16]、シカ　[3]にお
いては、プロラクチンが季節的な毛のサイクルに
関与していることが実験的にも明らかにされてい
る。
　本研究では、繁殖雌馬や育成馬と同様に1歳馬
においても、長日処理が冬毛の脱毛や性腺機能を
賦活化することを明らかにした。性腺からのステ
ロイドホルモンは、筋肉を増強し、骨密度を増加さ
せるなどの作用を有することから、長日処理は、1
歳馬から育成馬の間のトレーニングによるリスク
を減らす可能性があることを示唆するものであ
る。
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緒論
　季節繁殖動物における春機発動や性成熟には、
日照時間の変化が重要な要因であることが報告さ
れている[2,5,12]。日照時間の情報は、動物の体内
では松果体から分泌されるメラトニンや下垂体前
葉から分泌されるプロラクチンの血中濃度の変化
により視床下部・下垂体・性腺軸に伝達される
[2,5]。ウマは典型的な長日性季節繁殖動物である
ため、非繁殖季節である冬に照明時間を延長する
ことにより雌馬の卵巣機能を賦活化することが可
能である。ウマの生産現場では、この様なウマの繁
殖特性を利用して、冬に馬房内の照明時間を延長
することにより雌馬の排卵時間を早める長日処理
が広く使用されている[15]。最近、長日処理は育成

馬においても、成長の促進、筋肉量の増加、性腺機
能の促進や冬毛の脱毛促進などに効果があること
が報告された[10,13,17]。本研究では、長日処理法
のサラブレッド種1歳馬における脱毛と性腺機能
の促進作用について検討した。

材料および方法
供試馬
　北海道日高地方で飼養された2006年生まれの
サラブレッド種29頭（雄：11頭、雌18頭）を用い
た。15頭（雄：8頭、雌：7頭）には、2006年12月25日
から2007年5月7日まで長日処理を実施した。残
りの14頭（雄：3頭、雌：11頭）は、対照群として自然
光下で飼養した。実験開始時点で、供試馬は
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7~10ヶ月齢であった。供試馬の取り扱いに関する
全ての手順は、日本中央競馬会日高育成牧場実験
動物管理委員会のガイドラインに従って行った。

長日処理
　100ワットの電球を馬房（3.6m×3.6m）の天井
に設置し、明期が14.5時間および暗期が9.5時間に
設定した。光の強さは、馬の頭の高さで約100ルク
スであった。この日照条件は、北海道日高地方の5
月の日照時間を基に設定した。

被毛状態の評価
　被毛の状態は、無作為に10頭（長日処理群：5頭、
対照群：5頭）を抽出して評価した。8人の評価者が
4月の被毛の状態を評価した。「良い」、「普通」、「悪
い」で3段階の評価を行い、それぞれ3点、2点、1点
の点数をつけ、その平均点を各群で比較した。

採血
　12月から翌年の5月まで毎月1回、頸静脈からヘ
パリン加真空採血管（10mL）を用いて、雌馬から
採血した。血漿を分離し、測定まで－20℃で保存
した。

初回排卵日の推定
　雌馬の血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以
上になった日の7日前を初回排卵日と推定した。

ホルモンの測定
　血中プロジェステロン濃度は、時間分解酵素免
疫測定法（PerkinElmer, Waltham, MA, U.S.A）で測
定した[9,14]。アッセイ内およびアッセイ間変動
は、それぞれ5.5%、8.6%であった。

統計処理
　被毛の評価の比較は、Mann-WhitneyのU検定を
用いて有意差を判定した。有意差検定では、有意水
準5%以下で有意と判定した。

結果
冬毛の脱毛変化
　図1に11～13ヶ月齢（実験開始4ヶ月）の4月に

撮影した代表的な写真を、図2に両群のスコアの
グラフを記載した。対照群では、雄馬（図1A）と雌
馬（図1C）ともに冬毛が残っていた。一方、長日処
理群では、雄馬（図1B）と雌馬（図1D）ともに冬毛の
脱毛が促進された。被毛の評価スコアは、長日処理
群で対照群よりも有意に高い値を示した（図2）。

雌馬における内分泌変化
　血中プロジェステロン濃度は、両群で明らかな
違いが認められた。対照群では12月から3月まで、
血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以下の基底
値で推移した（図3A）。一方、長日処理群では、2月
には血中プロジェステロン濃度が1ng/mL以上を
示す個体が出現し、それ以降も高い値を維持した

（図3B）。

初回排卵日
　対照群では4月まで、排卵した個体は認められ
なかった（0%）が、長日処理群では7頭中5頭

（71.43%）で排卵が起こったと判断された。

考察
　本研究では、雌雄サラブレッド種1歳馬におけ
る被毛や性腺への長日処理の影響を検討し、1歳
馬においても長日処理が冬毛から夏毛への脱毛変
化（冬毛の脱毛）を促進することを初めて明らかに
した。また、雌馬において、長日処理が血中プロ
ジェステロン濃度の早期上昇を引き起こしたこと
から、1歳馬においても繁殖牝馬や育成馬と同様
に卵巣機能や排卵を促進することを明らかにした
[10,13,15,17]。
　馬は、典型的な長日性季節繁殖動物であること
から、光や温度などの外部環境の変化が体内の神
経内分泌的変化を誘発することが知られている。
我々は、日本で出生したサラブレッドを用いて、出
生後2年間の生殖関連ホルモンの分泌変化を調べ
た結果から、出生後初めて迎える繁殖期でも、視床
下部-下垂体系がすでに成熟雌馬と同様に光周期
に反応してプロラクチン分泌を亢進するが、性腺
刺激ホルモンの分泌亢進は起こらない事実を明ら
かにした[5 ]。血中プロジェステロン濃度が
2ng/mL、または平均濃度の2倍の標準偏差以上に
上昇したときを性成熟と仮定すると、南半球では
雌ウマは52週齢で性成熟に達すると報告されて
いる[2]。このことは、北半球に位置する日本のサ
ラブレッド種雌ウマでも同様であることが明らか
にされている[5]。
　我々は、日本で出生したサラブレッド種育成馬
の非繁殖期に、長日処理で人工的に作出した長日
条件下で飼育すると、冬毛の脱毛や性腺機能が刺
激されることを明らかにした[10,13,17]。血中プ
ロラクチン濃度の変化は、雌雄ともに日照時間の
変化と正の相関を示した。また、サラブレッド種雄
馬や去勢馬では、気温よりも日照時間により強い
相関を示すことを明らかにした[4]。
　松果体から分泌されるメラトニンは、暗期に分
泌が亢進し、明期には分泌が低下することから、短
日期に比べて長日期には分泌量が少ないことが知

られている。雌馬のプロラクチン分泌は、日照時間
の長い春から初夏の間はメラトニンにより分泌が
抑制されていると報告されている[8]。我々が、日
本で出生したサラブレッドで調べた結果から、血
中プロラクチン濃度は、雌雄ともに出生した年（0
歳）の繁殖期と翌年（1歳）繁殖期で、同レベルであ
ることを明らかにした[5]。これらの結果は、1歳馬
においてもプロラクチンが冬毛の脱毛を促進する
主要なホルモンであることを支持するものであ
る。寒冷気候や温暖気候に生息する多くの哺乳類
において、プロラクチンの分泌と被毛の季節的な
変化に強い関連があることが報告されている。
ジャンガリアン・ハムスター[7]、ブルーフォック
ス[16]、ヒツジ　[1,11]、ヤギ　[6]、シカ　[3]にお
いて、血中プロラクチンの濃度が高い時期には夏
毛を成長させ、低い時は冬毛を成長させることが
報告されている。また、ジャンガリアン・ハムス
ター[7]、ブルーフォックス　[16]、シカ　[3]にお
いては、プロラクチンが季節的な毛のサイクルに
関与していることが実験的にも明らかにされてい
る。
　本研究では、繁殖雌馬や育成馬と同様に1歳馬
においても、長日処理が冬毛の脱毛や性腺機能を
賦活化することを明らかにした。性腺からのステ
ロイドホルモンは、筋肉を増強し、骨密度を増加さ
せるなどの作用を有することから、長日処理は、1
歳馬から育成馬の間のトレーニングによるリスク
を減らす可能性があることを示唆するものであ
る。
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緒論
　季節繁殖動物における春機発動や性成熟には、
日照時間の変化が重要な要因であることが報告さ
れている[2,5,12]。日照時間の情報は、動物の体内
では松果体から分泌されるメラトニンや下垂体前
葉から分泌されるプロラクチンの血中濃度の変化
により視床下部・下垂体・性腺軸に伝達される
[2,5]。ウマは典型的な長日性季節繁殖動物である
ため、非繁殖季節である冬に照明時間を延長する
ことにより雌馬の卵巣機能を賦活化することが可
能である。ウマの生産現場では、この様なウマの繁
殖特性を利用して、冬に馬房内の照明時間を延長
することにより雌馬の排卵時間を早める長日処理
が広く使用されている[15]。最近、長日処理は育成

馬においても、成長の促進、筋肉量の増加、性腺機
能の促進や冬毛の脱毛促進などに効果があること
が報告された[10,13,17]。本研究では、長日処理法
のサラブレッド種1歳馬における脱毛と性腺機能
の促進作用について検討した。

材料および方法
供試馬
　北海道日高地方で飼養された2006年生まれの
サラブレッド種29頭（雄：11頭、雌18頭）を用い
た。15頭（雄：8頭、雌：7頭）には、2006年12月25日
から2007年5月7日まで長日処理を実施した。残
りの14頭（雄：3頭、雌：11頭）は、対照群として自然
光下で飼養した。実験開始時点で、供試馬は
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海 外 報 告

第12回ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議

競走馬理化学研究所　遺伝子分析部　戸崎晃明

　平成30年9月12日から15日までの4日間に、イ
タリア共和国パヴィア市で開催された第12回ド
ロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議

（Dorothy Russell Havemeyer 12th International 
Horse Genome Workshop: DRH-IHGW）に参加し
ましたので、その概要を紹介します。

開催都市
　開催地であるパヴィア市は、ファッションとデ
ザインの世界的な中心地であるイタリア共和国ミ
ラノ市中心部の南方約40 kmに位置し、1361年に
設立されたパヴィア大学を中心に学問の風土を
持って発展してきた都市です。

Horse Genome Workshop
　Horse Genome Workshopとは、今回参加した
DRH-IHGW、国際動物遺伝学会（International 
Society for Animal Genetics; ISAG）における馬の
遺伝学とゲノム科学分科会 （Horse Genetics and 
Genomics Workshop: HGGW）、植物動物ゲノム学
会（Plant and Animal Genome; PAG）における
USDA-NRSP8支援プログラム馬分科会（Equine I, 
II）の総称です。
　ここ最近では、DRH-IHGWは西暦偶数年（夏季）、
ISAGは西暦奇数年（夏季）、PAGは毎年1月に開催
されることで、各国の馬遺伝学研究者が6ヶ月毎
に参集でき、これによって国際共同研究の積極的
な推進が図られています。

ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議
　ISAGおよびPAGは一般の学会であることから、
会員登録あるいは参加登録をすることで自由に参

加できるが、DRH-IHGWはドロシーラッセル・ハブ
マイヤー財団の助成で開催されるため、参加人数
が50名と限られます。参加には、馬遺伝学研究分
野への貢献（国際共同研究、個々の研究活動など）
が求められます。
　私は、米国レキシントン市で開催された第1回
大会（1995年）および愛国ダブリン市で開催され
た第6回大会（2005年）以降の大会に参加していま
す。なお、第2回（1998年）～5回（2003年）には、
JRA関係者が参加しています。
　これらの会議をとおして、馬の健康、病気、パ
フォーマンスおよび興味のある形質（毛色、体型な
ど）の原因遺伝子を同定するために必要なゲノム
解析ツールの開発を行っており、今までに、遺伝地
図、全ゲノム解読、SNPチップ分析キットの開発な
どを進めてきました。これらの遺伝分析用ツール
は、ワークショップメンバーはもとより、様々な分
野の馬に関わる基礎研究者および応用研究者、ま
た、臨床獣医師などにも利用されています。

第12回大会の概況
　第12回大会は、パヴィア大学生物学・バイオテ
クノロジー学部のElena Giulotto教授とElena 
Raimondi博士によって主催されています。
　今回のワークショップには、13ヶ国からの科学
者が参集し、馬ゲノムの構造アノテーション（注釈
付け作業）、機能アノテーション、馬の進化に関す
る研究、馬の再生医療研究、ゲノム解析ツール開発
などが主要な研究発表となっていました。
１）ゲノム情報の更新
　全ゲノム解読情報は、2007年にEquCab2.0とし
て公共データベースに公開されました。しかし、間

違った配列情報や多数のギャップ配列（ゲノム情
報のない部分）が存在することから、これらの解消
を目的とし、EquCab3.0への更新作業が始まりま
した。
　EquCab2.0（2.367 Gb）の作成に使用した7倍長
のサンガー型シーケンス情報に、超並列型次世代
シーケンス情報（3.5倍超miSeq 2×300 bp、40倍
超HiSeq 2×150 bp）、ロングリード型次世代シー
ケンス情報（30倍超Chicago Library、30倍超HiC 
Library､16倍超PacBio Reads）を追加することで、
EquCab3.0（2.372 Gb, N50 Scaffold: 85.6 M）が作
成され、現在、公共データベース（NCBI）に公開さ
れています。
　データ更新で改善されたリード長は、0.005Gb

（5 Mb）ですが、ギャップ配列が15分の1程度に
なったことで、遺伝子アノテーションの精度が向
上しています。
２）FAANGプロジェクト
　FAANG（Functional Annotation of Animal 
Genomes）プロジェクトとは、ヒトで実施された
ENCODE（The Encyclopedia of DNA Elements）プ
ロジェクトの家畜版になります。これらのプロ
ジェクトでは、RNA-seq（mRNA, smal l  RNA, 
non-cording RNA）、ChIP-seq（クロマチン免疫沈降
シーケンス）などを実施し、遺伝子等領域、遺伝子
発現調節部位を同定し、ゲノム配列に機能アノ
テーションおよび構造アノテーションを行いま
す。ヒトにおけるENCODEプロジェクトは既に完
了しており、これらの成果は、精密医療（Precision 
Medicine Initiative）、特にがんゲノム医療に利用
されています。
　ウマにおいては、研究機関や研究者の数が少な
いことから進展が遅れていますが、2016年からカ
リフォルニア大学とネブラスカ大学が中心機関と
なって、Equine FAANGを進めています。
　Equine FAANGでは、雌馬2頭を対象とし、これら
の個体の全ゲノム情報を解読した上で、約75ヶ所
の組織あるいは細胞を採取し、RNA-seqおよび
ChIP-seqを推進しています。既に、USDA（米国農務
省）の補助で8組織については完了し、現在、
Adapt-a-tissueプロジェクト（各研究機関が望む組
織を担当）として、30以上の組織の解析がすすん

でいます。日本（競走馬理化学研究所：戸崎）は、骨
格筋、白血球系細胞などを担当しています。骨格筋
は競走馬の運動機能、白血球系細胞は、遺伝子ドー
ピングなどのバイオサンプルになり得ることから
選択しています。
３）ゲノム解析ツール開発
　Kalbfleish博士（ルイビル大学）は、ゲノム配列情
報EquCab3.0にFAANGプロジェクトで収集した
RNA情報をマッピングするためにゲノム解析ツー
ル（解析パイプラインの構築）を開発し、その利用
法にかかわるレクチャーを行っています。
４）馬ゲノムの多様性
　Leeb博士（ベルン大学）は、25品種88頭の全ゲノ
ム解読（カバレッジ：5 . 3～ 4 3 . 5）を行い、
EquCab2.0のゲノム上にマッピングすることで、
23 , 559 , 582個のSNP（一塩基多型）および
2,396,022個のINDEL（挿入欠失配列）を同定した
ことを報告しています。これらの結果から、SNPは
約100bpに一ヶ所、INDELは約1000bpに一ヶ所の
割合で存在することとなり、馬ゲノムが極めて多
様であることを示唆しています。このような遺伝
的な相違が、品種あるいは個々の馬の形質の相違
につながると考えられます。
５）馬ゲノム研究の課題と今後の方向性
　精度の高いゲノム配列情報（EquCab3.0）は構築
されましたが、EquCab3.0においては、残念ながら
Y染色体情報はありません。Y染色体は、その大部
分がランダムな繰り返し構造であることから、超
並列型次世代シーケンス情報を使用した整列化作
業では、ゲノム情報を構築できません。
　そのため、Y染色体のBACクローン（大きいDNA
断片）を探し出して整列化し、その後に整列した
BACクローンの塩基配列を決定する必要がありま
す。極めて大変な作業ですが、Raudsepp博士（テキ
サスA&M大学）が中心となり、Y染色体ゲノム情報
構築作業を進めることが、本会議において確認さ
れました。
　また、招待講演者として、ジェノバ市にある
Istituto Italiano di Tecnologia（IIT）のGustincich博
士は「Transposable Elements in Health and 
Disease（健康と病気に関与するトランスポゾン）」
に つ い て 、ミ ラ ノ 大 学 の P a v e s i 博 士 は

「Opportunities and Challenges Using Single Cell 
Sequencing（シングルセルシークエンシングの利
用と課題）」について講演しています。
　トランスポゾンは、ゲノム中で水平移動してラ
ンダムに組み込まれることから、しばしば遺伝的
な疾患発症の原因となります。スピード遺伝子検
査（距離適性）の対象であるミオスタチン遺伝子の
プロモーター領域には、馬固有のトランスポゾン
であるSINE配列の挿入欠失があり、表現型と関連
しているとの研究報告もあります。現在、超並列型
次世代シーケンス技術を使用し、詳細な解析が進
められています。
　また、シングルセルシークエンシング技術は、今
まで組織単位（骨格筋、白血球など）でしか分析で
きなかった遺伝子発現解析を、細胞単位（1細胞）
で分析するものであり、この技術を使用すること
で、例えば、屈腱炎であれば、屈腱炎の対象組織全
般ではなく、損傷細胞あるいは非損傷細胞ごとに
遺伝子発現変動を調べることが可能になり、分子
レベルでの詳細な病態メカニズムを解明できま
す。
　これらの分野は、今後、馬の病態解明に大きく貢
献すると期待されています。

Horse Genome Workshop共同声明の発信
　本会議においては、「Consensus Statement on 
the Translation and Application of Genomics in 
the Equine Industries（ゲノム科学情報の産業応用
推進に関する声明）」が審議・採択され、プレスリ
リースされました（図1）。
  今までのワークショップ活動の成果として、馬の
全ゲノム情報解読、SNPチップ開発、また、競走能
力関連遺伝子の同定されたことで、これらの研究
成果の競馬産業への応用（遺伝学的検査）が進んで
います。
　愛国プラスビタール社は、スピード遺伝子検査

（距離適性検査）を開発し、世界中で検査ビジネス
を展開する同分野のパイオニア企業です。同社は、
スピード遺伝子検査の開発にあたって、その情報
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって商業展開しています。日本では競走馬理化
学研究所がライセンスを取得して検査を提供して

いますが、提供前には、大規模調査を実施して結果
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって日本国内で展開しています。
　一方、他にも競馬産業界で遺伝学的検査をビジ
ネス展開する企業はありますが、一部の企業は、そ
のバックグランド（科学的妥当性の評価）を公開し
ておらず、検査の信頼性が疑わしいものもありま
す。そのため、一部の消費者（生産者団体など）から
は、遺伝学的検査、また、馬ゲノム研究全般に疑念
を抱く者が出てきています。このため、馬ゲノム
ワークショップとしては、遺伝学・ゲノム科学情報
を産業応用するうえでは、専門家集団として方向
性を示すことが重要であると考え、今回の声明の
発表となりました。
　以下は、その主なポイントであり、競馬産業界
で、遺伝学的検査を実施するうえでの国際的な約
束事になると思われます。

「声明の概要」
１）科学的発見は、再現性があり、ピアレビュープ

ロセスを経て評価されるべきである。
２）科学研究の実施においては、サンプル使用にお

ける所有者の同意を踏まえ、適切な研究倫理の
下で実施されなければならない。

３）競馬産業関係者は、遺伝学的検査に関して適切
な教育をうける機会を提供されなければなら
ず、馬に利益がもたらされるよう科学的開発が
行われる必要がある。

４）科学的発展と商用機会の間には、明確な差異が
存在しなければならない。

５）遺伝学的検査は質的形質と量的形質に関する
ものがあり、それぞれ解釈が異なることを理解
する必要がある。

６）ゲノム科学情報と伝統的な育種の統合が、将来
における健康で健全な馬集団の維持に貢献す
る。

競馬産業における遺伝子ドーピング問題
　ゲノム科学研究および遺伝学研究の進展は、馬
の健康と福祉に貢献する一方、これらの技術が不
正に使用されれば、健全な競馬の施行に影響を及
ぼします。本会議に参集した者は、馬のゲノム科学
研究および遺伝学研究分野のトップランナーであ
ることから、遺伝子ドーピング関連について話題
提供することで注意喚起し、併せて同問題に興味
を示す研究者を同分野に招聘することを目的に同
セッションを開催ししています（写真1：筆者）。
　同会議への参加者は、主に大学に籍を置く研究
者・教員であることから、競馬産業に関わる者が少
なく、馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついては、新鮮に受け止められたようでした。

UNIRELAB（伊国ドーピング・親子判定機関）への
訪問
１）UNIRELAB
　UNIRELABは、イタリア共和国における競馬と
ドックレースを対象にしたドーピング検査、血統
登録検査および血統登録を実施している検査機関
です。UNIRELABの本部（役員及び事務部門）は
ローマ市にありますが、検査部門はミラノ市郊外
に位置しています。
　UNIRELAB（検査部門）は現在、30名程度の検査

スタッフが勤務し、所長のMarco Fidani博士（専門
は分析化学）を筆頭に、品質保証担当、薬物検査部
門（（動物（馬・犬）のドーピング検査、人（騎手・ドラ
イバー）のドーピング検査、飼料検査）、血統登録部
門（血統登録業務、血統登録検査）から構成されて
います。
２）薬物検査の概況
　UNIRELABでは、約800の禁止物質を対象に、年
間約20,000件の検査を行っています。現在、イタ
リアの競馬主催者は、同国農務省であることから、
ドーピング検査は、政府機関から依頼されていま
す。一方、飼料検査も実施しており、民間からの依
頼者も顧客になっています。
　薬物検査（動物・人）を担当するスタッフは20数
名であり、検体受領後１～２週間を目安に結果を
報告しています。所長のFidani博士はAORC（公認
競馬分析者協会）の会員であり、毎年実施される
PT試験に合格しています。品質保証部門もあり、
ISO9000認証およびISO17025に準拠して検査を
実施していました。
３）血統登録の概況
　血統登録においては、UNIRELABでは、部門長の

Cosenza博士を筆頭に合計3名の常勤スタッフ（写
真2（スタッフ2名、筆者、Cosenza博士））が勤務し、
血統登録および血統登録検査の両方を行っていま
す。政府認定のオフィシャル獣医師によって採材
された血液（コットン紙に吸収・乾燥）は、個体情報

（毛色、白斑、旋毛など）とともに同機関に送付さ

れ、ISAG馬親子判定認定のマイクロサテライト
DNAでの型判定を行い、親子が確認された後に、当
該馬は競走馬として登録されます。同国の競馬は、
サラブレッドでの平地競走だけではなく、他品種
での競馬（繋駕速歩競走）も行われており、対象と
なる検査個体数は年間約5000頭になります。
　UNIRELABは、競走馬理化学研究所と同様に、薬
物検査および親子判定検査を実施している機関で
あり、分析化学と遺伝学の両方に関する技術を所
持した稀有な機関であり、両方の知識・技術が必要
となる遺伝子ドーピング検査法の開発にも興味を
示し、今後、専用分析機器であるデジタルPCR装置
などを導入し、同分野にも貢献していきたいとの
話をしています。この点を確認できたことも、
UNIRELAB訪問の大きな成果と言えます。
　最後になりましたが、本会議への派遣に向け、ま
た、研究の遂行にあたり御協力頂きました方々に
心より感謝致します。



（157）

　平成30年9月12日から15日までの4日間に、イ
タリア共和国パヴィア市で開催された第12回ド
ロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議

（Dorothy Russell Havemeyer 12th International 
Horse Genome Workshop: DRH-IHGW）に参加し
ましたので、その概要を紹介します。

開催都市
　開催地であるパヴィア市は、ファッションとデ
ザインの世界的な中心地であるイタリア共和国ミ
ラノ市中心部の南方約40 kmに位置し、1361年に
設立されたパヴィア大学を中心に学問の風土を
持って発展してきた都市です。

Horse Genome Workshop
　Horse Genome Workshopとは、今回参加した
DRH-IHGW、国際動物遺伝学会（International 
Society for Animal Genetics; ISAG）における馬の
遺伝学とゲノム科学分科会 （Horse Genetics and 
Genomics Workshop: HGGW）、植物動物ゲノム学
会（Plant and Animal Genome; PAG）における
USDA-NRSP8支援プログラム馬分科会（Equine I, 
II）の総称です。
　ここ最近では、DRH-IHGWは西暦偶数年（夏季）、
ISAGは西暦奇数年（夏季）、PAGは毎年1月に開催
されることで、各国の馬遺伝学研究者が6ヶ月毎
に参集でき、これによって国際共同研究の積極的
な推進が図られています。

ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議
　ISAGおよびPAGは一般の学会であることから、
会員登録あるいは参加登録をすることで自由に参

加できるが、DRH-IHGWはドロシーラッセル・ハブ
マイヤー財団の助成で開催されるため、参加人数
が50名と限られます。参加には、馬遺伝学研究分
野への貢献（国際共同研究、個々の研究活動など）
が求められます。
　私は、米国レキシントン市で開催された第1回
大会（1995年）および愛国ダブリン市で開催され
た第6回大会（2005年）以降の大会に参加していま
す。なお、第2回（1998年）～5回（2003年）には、
JRA関係者が参加しています。
　これらの会議をとおして、馬の健康、病気、パ
フォーマンスおよび興味のある形質（毛色、体型な
ど）の原因遺伝子を同定するために必要なゲノム
解析ツールの開発を行っており、今までに、遺伝地
図、全ゲノム解読、SNPチップ分析キットの開発な
どを進めてきました。これらの遺伝分析用ツール
は、ワークショップメンバーはもとより、様々な分
野の馬に関わる基礎研究者および応用研究者、ま
た、臨床獣医師などにも利用されています。

第12回大会の概況
　第12回大会は、パヴィア大学生物学・バイオテ
クノロジー学部のElena Giulotto教授とElena 
Raimondi博士によって主催されています。
　今回のワークショップには、13ヶ国からの科学
者が参集し、馬ゲノムの構造アノテーション（注釈
付け作業）、機能アノテーション、馬の進化に関す
る研究、馬の再生医療研究、ゲノム解析ツール開発
などが主要な研究発表となっていました。
１）ゲノム情報の更新
　全ゲノム解読情報は、2007年にEquCab2.0とし
て公共データベースに公開されました。しかし、間

違った配列情報や多数のギャップ配列（ゲノム情
報のない部分）が存在することから、これらの解消
を目的とし、EquCab3.0への更新作業が始まりま
した。
　EquCab2.0（2.367 Gb）の作成に使用した7倍長
のサンガー型シーケンス情報に、超並列型次世代
シーケンス情報（3.5倍超miSeq 2×300 bp、40倍
超HiSeq 2×150 bp）、ロングリード型次世代シー
ケンス情報（30倍超Chicago Library、30倍超HiC 
Library､16倍超PacBio Reads）を追加することで、
EquCab3.0（2.372 Gb, N50 Scaffold: 85.6 M）が作
成され、現在、公共データベース（NCBI）に公開さ
れています。
　データ更新で改善されたリード長は、0.005Gb

（5 Mb）ですが、ギャップ配列が15分の1程度に
なったことで、遺伝子アノテーションの精度が向
上しています。
２）FAANGプロジェクト
　FAANG（Functional Annotation of Animal 
Genomes）プロジェクトとは、ヒトで実施された
ENCODE（The Encyclopedia of DNA Elements）プ
ロジェクトの家畜版になります。これらのプロ
ジェクトでは、RNA-seq（mRNA, smal l  RNA, 
non-cording RNA）、ChIP-seq（クロマチン免疫沈降
シーケンス）などを実施し、遺伝子等領域、遺伝子
発現調節部位を同定し、ゲノム配列に機能アノ
テーションおよび構造アノテーションを行いま
す。ヒトにおけるENCODEプロジェクトは既に完
了しており、これらの成果は、精密医療（Precision 
Medicine Initiative）、特にがんゲノム医療に利用
されています。
　ウマにおいては、研究機関や研究者の数が少な
いことから進展が遅れていますが、2016年からカ
リフォルニア大学とネブラスカ大学が中心機関と
なって、Equine FAANGを進めています。
　Equine FAANGでは、雌馬2頭を対象とし、これら
の個体の全ゲノム情報を解読した上で、約75ヶ所
の組織あるいは細胞を採取し、RNA-seqおよび
ChIP-seqを推進しています。既に、USDA（米国農務
省）の補助で8組織については完了し、現在、
Adapt-a-tissueプロジェクト（各研究機関が望む組
織を担当）として、30以上の組織の解析がすすん

でいます。日本（競走馬理化学研究所：戸崎）は、骨
格筋、白血球系細胞などを担当しています。骨格筋
は競走馬の運動機能、白血球系細胞は、遺伝子ドー
ピングなどのバイオサンプルになり得ることから
選択しています。
３）ゲノム解析ツール開発
　Kalbfleish博士（ルイビル大学）は、ゲノム配列情
報EquCab3.0にFAANGプロジェクトで収集した
RNA情報をマッピングするためにゲノム解析ツー
ル（解析パイプラインの構築）を開発し、その利用
法にかかわるレクチャーを行っています。
４）馬ゲノムの多様性
　Leeb博士（ベルン大学）は、25品種88頭の全ゲノ
ム解読（カバレッジ：5 . 3～ 4 3 . 5）を行い、
EquCab2.0のゲノム上にマッピングすることで、
23 , 559 , 582個のSNP（一塩基多型）および
2,396,022個のINDEL（挿入欠失配列）を同定した
ことを報告しています。これらの結果から、SNPは
約100bpに一ヶ所、INDELは約1000bpに一ヶ所の
割合で存在することとなり、馬ゲノムが極めて多
様であることを示唆しています。このような遺伝
的な相違が、品種あるいは個々の馬の形質の相違
につながると考えられます。
５）馬ゲノム研究の課題と今後の方向性
　精度の高いゲノム配列情報（EquCab3.0）は構築
されましたが、EquCab3.0においては、残念ながら
Y染色体情報はありません。Y染色体は、その大部
分がランダムな繰り返し構造であることから、超
並列型次世代シーケンス情報を使用した整列化作
業では、ゲノム情報を構築できません。
　そのため、Y染色体のBACクローン（大きいDNA
断片）を探し出して整列化し、その後に整列した
BACクローンの塩基配列を決定する必要がありま
す。極めて大変な作業ですが、Raudsepp博士（テキ
サスA&M大学）が中心となり、Y染色体ゲノム情報
構築作業を進めることが、本会議において確認さ
れました。
　また、招待講演者として、ジェノバ市にある
Istituto Italiano di Tecnologia（IIT）のGustincich博
士は「Transposable Elements in Health and 
Disease（健康と病気に関与するトランスポゾン）」
に つ い て 、ミ ラ ノ 大 学 の P a v e s i 博 士 は

「Opportunities and Challenges Using Single Cell 
Sequencing（シングルセルシークエンシングの利
用と課題）」について講演しています。
　トランスポゾンは、ゲノム中で水平移動してラ
ンダムに組み込まれることから、しばしば遺伝的
な疾患発症の原因となります。スピード遺伝子検
査（距離適性）の対象であるミオスタチン遺伝子の
プロモーター領域には、馬固有のトランスポゾン
であるSINE配列の挿入欠失があり、表現型と関連
しているとの研究報告もあります。現在、超並列型
次世代シーケンス技術を使用し、詳細な解析が進
められています。
　また、シングルセルシークエンシング技術は、今
まで組織単位（骨格筋、白血球など）でしか分析で
きなかった遺伝子発現解析を、細胞単位（1細胞）
で分析するものであり、この技術を使用すること
で、例えば、屈腱炎であれば、屈腱炎の対象組織全
般ではなく、損傷細胞あるいは非損傷細胞ごとに
遺伝子発現変動を調べることが可能になり、分子
レベルでの詳細な病態メカニズムを解明できま
す。
　これらの分野は、今後、馬の病態解明に大きく貢
献すると期待されています。

Horse Genome Workshop共同声明の発信
　本会議においては、「Consensus Statement on 
the Translation and Application of Genomics in 
the Equine Industries（ゲノム科学情報の産業応用
推進に関する声明）」が審議・採択され、プレスリ
リースされました（図1）。
  今までのワークショップ活動の成果として、馬の
全ゲノム情報解読、SNPチップ開発、また、競走能
力関連遺伝子の同定されたことで、これらの研究
成果の競馬産業への応用（遺伝学的検査）が進んで
います。
　愛国プラスビタール社は、スピード遺伝子検査

（距離適性検査）を開発し、世界中で検査ビジネス
を展開する同分野のパイオニア企業です。同社は、
スピード遺伝子検査の開発にあたって、その情報
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって商業展開しています。日本では競走馬理化
学研究所がライセンスを取得して検査を提供して

いますが、提供前には、大規模調査を実施して結果
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって日本国内で展開しています。
　一方、他にも競馬産業界で遺伝学的検査をビジ
ネス展開する企業はありますが、一部の企業は、そ
のバックグランド（科学的妥当性の評価）を公開し
ておらず、検査の信頼性が疑わしいものもありま
す。そのため、一部の消費者（生産者団体など）から
は、遺伝学的検査、また、馬ゲノム研究全般に疑念
を抱く者が出てきています。このため、馬ゲノム
ワークショップとしては、遺伝学・ゲノム科学情報
を産業応用するうえでは、専門家集団として方向
性を示すことが重要であると考え、今回の声明の
発表となりました。
　以下は、その主なポイントであり、競馬産業界
で、遺伝学的検査を実施するうえでの国際的な約
束事になると思われます。

「声明の概要」
１）科学的発見は、再現性があり、ピアレビュープ

ロセスを経て評価されるべきである。
２）科学研究の実施においては、サンプル使用にお

ける所有者の同意を踏まえ、適切な研究倫理の
下で実施されなければならない。

３）競馬産業関係者は、遺伝学的検査に関して適切
な教育をうける機会を提供されなければなら
ず、馬に利益がもたらされるよう科学的開発が
行われる必要がある。

４）科学的発展と商用機会の間には、明確な差異が
存在しなければならない。

５）遺伝学的検査は質的形質と量的形質に関する
ものがあり、それぞれ解釈が異なることを理解
する必要がある。

６）ゲノム科学情報と伝統的な育種の統合が、将来
における健康で健全な馬集団の維持に貢献す
る。

競馬産業における遺伝子ドーピング問題
　ゲノム科学研究および遺伝学研究の進展は、馬
の健康と福祉に貢献する一方、これらの技術が不
正に使用されれば、健全な競馬の施行に影響を及
ぼします。本会議に参集した者は、馬のゲノム科学
研究および遺伝学研究分野のトップランナーであ
ることから、遺伝子ドーピング関連について話題
提供することで注意喚起し、併せて同問題に興味
を示す研究者を同分野に招聘することを目的に同
セッションを開催ししています（写真1：筆者）。
　同会議への参加者は、主に大学に籍を置く研究
者・教員であることから、競馬産業に関わる者が少
なく、馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついては、新鮮に受け止められたようでした。

UNIRELAB（伊国ドーピング・親子判定機関）への
訪問
１）UNIRELAB
　UNIRELABは、イタリア共和国における競馬と
ドックレースを対象にしたドーピング検査、血統
登録検査および血統登録を実施している検査機関
です。UNIRELABの本部（役員及び事務部門）は
ローマ市にありますが、検査部門はミラノ市郊外
に位置しています。
　UNIRELAB（検査部門）は現在、30名程度の検査

スタッフが勤務し、所長のMarco Fidani博士（専門
は分析化学）を筆頭に、品質保証担当、薬物検査部
門（（動物（馬・犬）のドーピング検査、人（騎手・ドラ
イバー）のドーピング検査、飼料検査）、血統登録部
門（血統登録業務、血統登録検査）から構成されて
います。
２）薬物検査の概況
　UNIRELABでは、約800の禁止物質を対象に、年
間約20,000件の検査を行っています。現在、イタ
リアの競馬主催者は、同国農務省であることから、
ドーピング検査は、政府機関から依頼されていま
す。一方、飼料検査も実施しており、民間からの依
頼者も顧客になっています。
　薬物検査（動物・人）を担当するスタッフは20数
名であり、検体受領後１～２週間を目安に結果を
報告しています。所長のFidani博士はAORC（公認
競馬分析者協会）の会員であり、毎年実施される
PT試験に合格しています。品質保証部門もあり、
ISO9000認証およびISO17025に準拠して検査を
実施していました。
３）血統登録の概況
　血統登録においては、UNIRELABでは、部門長の

Cosenza博士を筆頭に合計3名の常勤スタッフ（写
真2（スタッフ2名、筆者、Cosenza博士））が勤務し、
血統登録および血統登録検査の両方を行っていま
す。政府認定のオフィシャル獣医師によって採材
された血液（コットン紙に吸収・乾燥）は、個体情報

（毛色、白斑、旋毛など）とともに同機関に送付さ

れ、ISAG馬親子判定認定のマイクロサテライト
DNAでの型判定を行い、親子が確認された後に、当
該馬は競走馬として登録されます。同国の競馬は、
サラブレッドでの平地競走だけではなく、他品種
での競馬（繋駕速歩競走）も行われており、対象と
なる検査個体数は年間約5000頭になります。
　UNIRELABは、競走馬理化学研究所と同様に、薬
物検査および親子判定検査を実施している機関で
あり、分析化学と遺伝学の両方に関する技術を所
持した稀有な機関であり、両方の知識・技術が必要
となる遺伝子ドーピング検査法の開発にも興味を
示し、今後、専用分析機器であるデジタルPCR装置
などを導入し、同分野にも貢献していきたいとの
話をしています。この点を確認できたことも、
UNIRELAB訪問の大きな成果と言えます。
　最後になりましたが、本会議への派遣に向け、ま
た、研究の遂行にあたり御協力頂きました方々に
心より感謝致します。
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　平成30年9月12日から15日までの4日間に、イ
タリア共和国パヴィア市で開催された第12回ド
ロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議

（Dorothy Russell Havemeyer 12th International 
Horse Genome Workshop: DRH-IHGW）に参加し
ましたので、その概要を紹介します。

開催都市
　開催地であるパヴィア市は、ファッションとデ
ザインの世界的な中心地であるイタリア共和国ミ
ラノ市中心部の南方約40 kmに位置し、1361年に
設立されたパヴィア大学を中心に学問の風土を
持って発展してきた都市です。

Horse Genome Workshop
　Horse Genome Workshopとは、今回参加した
DRH-IHGW、国際動物遺伝学会（International 
Society for Animal Genetics; ISAG）における馬の
遺伝学とゲノム科学分科会 （Horse Genetics and 
Genomics Workshop: HGGW）、植物動物ゲノム学
会（Plant and Animal Genome; PAG）における
USDA-NRSP8支援プログラム馬分科会（Equine I, 
II）の総称です。
　ここ最近では、DRH-IHGWは西暦偶数年（夏季）、
ISAGは西暦奇数年（夏季）、PAGは毎年1月に開催
されることで、各国の馬遺伝学研究者が6ヶ月毎
に参集でき、これによって国際共同研究の積極的
な推進が図られています。

ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議
　ISAGおよびPAGは一般の学会であることから、
会員登録あるいは参加登録をすることで自由に参

加できるが、DRH-IHGWはドロシーラッセル・ハブ
マイヤー財団の助成で開催されるため、参加人数
が50名と限られます。参加には、馬遺伝学研究分
野への貢献（国際共同研究、個々の研究活動など）
が求められます。
　私は、米国レキシントン市で開催された第1回
大会（1995年）および愛国ダブリン市で開催され
た第6回大会（2005年）以降の大会に参加していま
す。なお、第2回（1998年）～5回（2003年）には、
JRA関係者が参加しています。
　これらの会議をとおして、馬の健康、病気、パ
フォーマンスおよび興味のある形質（毛色、体型な
ど）の原因遺伝子を同定するために必要なゲノム
解析ツールの開発を行っており、今までに、遺伝地
図、全ゲノム解読、SNPチップ分析キットの開発な
どを進めてきました。これらの遺伝分析用ツール
は、ワークショップメンバーはもとより、様々な分
野の馬に関わる基礎研究者および応用研究者、ま
た、臨床獣医師などにも利用されています。

第12回大会の概況
　第12回大会は、パヴィア大学生物学・バイオテ
クノロジー学部のElena Giulotto教授とElena 
Raimondi博士によって主催されています。
　今回のワークショップには、13ヶ国からの科学
者が参集し、馬ゲノムの構造アノテーション（注釈
付け作業）、機能アノテーション、馬の進化に関す
る研究、馬の再生医療研究、ゲノム解析ツール開発
などが主要な研究発表となっていました。
１）ゲノム情報の更新
　全ゲノム解読情報は、2007年にEquCab2.0とし
て公共データベースに公開されました。しかし、間

違った配列情報や多数のギャップ配列（ゲノム情
報のない部分）が存在することから、これらの解消
を目的とし、EquCab3.0への更新作業が始まりま
した。
　EquCab2.0（2.367 Gb）の作成に使用した7倍長
のサンガー型シーケンス情報に、超並列型次世代
シーケンス情報（3.5倍超miSeq 2×300 bp、40倍
超HiSeq 2×150 bp）、ロングリード型次世代シー
ケンス情報（30倍超Chicago Library、30倍超HiC 
Library､16倍超PacBio Reads）を追加することで、
EquCab3.0（2.372 Gb, N50 Scaffold: 85.6 M）が作
成され、現在、公共データベース（NCBI）に公開さ
れています。
　データ更新で改善されたリード長は、0.005Gb

（5 Mb）ですが、ギャップ配列が15分の1程度に
なったことで、遺伝子アノテーションの精度が向
上しています。
２）FAANGプロジェクト
　FAANG（Functional Annotation of Animal 
Genomes）プロジェクトとは、ヒトで実施された
ENCODE（The Encyclopedia of DNA Elements）プ
ロジェクトの家畜版になります。これらのプロ
ジェクトでは、RNA-seq（mRNA, smal l  RNA, 
non-cording RNA）、ChIP-seq（クロマチン免疫沈降
シーケンス）などを実施し、遺伝子等領域、遺伝子
発現調節部位を同定し、ゲノム配列に機能アノ
テーションおよび構造アノテーションを行いま
す。ヒトにおけるENCODEプロジェクトは既に完
了しており、これらの成果は、精密医療（Precision 
Medicine Initiative）、特にがんゲノム医療に利用
されています。
　ウマにおいては、研究機関や研究者の数が少な
いことから進展が遅れていますが、2016年からカ
リフォルニア大学とネブラスカ大学が中心機関と
なって、Equine FAANGを進めています。
　Equine FAANGでは、雌馬2頭を対象とし、これら
の個体の全ゲノム情報を解読した上で、約75ヶ所
の組織あるいは細胞を採取し、RNA-seqおよび
ChIP-seqを推進しています。既に、USDA（米国農務
省）の補助で8組織については完了し、現在、
Adapt-a-tissueプロジェクト（各研究機関が望む組
織を担当）として、30以上の組織の解析がすすん

でいます。日本（競走馬理化学研究所：戸崎）は、骨
格筋、白血球系細胞などを担当しています。骨格筋
は競走馬の運動機能、白血球系細胞は、遺伝子ドー
ピングなどのバイオサンプルになり得ることから
選択しています。
３）ゲノム解析ツール開発
　Kalbfleish博士（ルイビル大学）は、ゲノム配列情
報EquCab3.0にFAANGプロジェクトで収集した
RNA情報をマッピングするためにゲノム解析ツー
ル（解析パイプラインの構築）を開発し、その利用
法にかかわるレクチャーを行っています。
４）馬ゲノムの多様性
　Leeb博士（ベルン大学）は、25品種88頭の全ゲノ
ム解読（カバレッジ：5 . 3～ 4 3 . 5）を行い、
EquCab2.0のゲノム上にマッピングすることで、
23 , 559 , 582個のSNP（一塩基多型）および
2,396,022個のINDEL（挿入欠失配列）を同定した
ことを報告しています。これらの結果から、SNPは
約100bpに一ヶ所、INDELは約1000bpに一ヶ所の
割合で存在することとなり、馬ゲノムが極めて多
様であることを示唆しています。このような遺伝
的な相違が、品種あるいは個々の馬の形質の相違
につながると考えられます。
５）馬ゲノム研究の課題と今後の方向性
　精度の高いゲノム配列情報（EquCab3.0）は構築
されましたが、EquCab3.0においては、残念ながら
Y染色体情報はありません。Y染色体は、その大部
分がランダムな繰り返し構造であることから、超
並列型次世代シーケンス情報を使用した整列化作
業では、ゲノム情報を構築できません。
　そのため、Y染色体のBACクローン（大きいDNA
断片）を探し出して整列化し、その後に整列した
BACクローンの塩基配列を決定する必要がありま
す。極めて大変な作業ですが、Raudsepp博士（テキ
サスA&M大学）が中心となり、Y染色体ゲノム情報
構築作業を進めることが、本会議において確認さ
れました。
　また、招待講演者として、ジェノバ市にある
Istituto Italiano di Tecnologia（IIT）のGustincich博
士は「Transposable Elements in Health and 
Disease（健康と病気に関与するトランスポゾン）」
に つ い て 、ミ ラ ノ 大 学 の P a v e s i 博 士 は

「Opportunities and Challenges Using Single Cell 
Sequencing（シングルセルシークエンシングの利
用と課題）」について講演しています。
　トランスポゾンは、ゲノム中で水平移動してラ
ンダムに組み込まれることから、しばしば遺伝的
な疾患発症の原因となります。スピード遺伝子検
査（距離適性）の対象であるミオスタチン遺伝子の
プロモーター領域には、馬固有のトランスポゾン
であるSINE配列の挿入欠失があり、表現型と関連
しているとの研究報告もあります。現在、超並列型
次世代シーケンス技術を使用し、詳細な解析が進
められています。
　また、シングルセルシークエンシング技術は、今
まで組織単位（骨格筋、白血球など）でしか分析で
きなかった遺伝子発現解析を、細胞単位（1細胞）
で分析するものであり、この技術を使用すること
で、例えば、屈腱炎であれば、屈腱炎の対象組織全
般ではなく、損傷細胞あるいは非損傷細胞ごとに
遺伝子発現変動を調べることが可能になり、分子
レベルでの詳細な病態メカニズムを解明できま
す。
　これらの分野は、今後、馬の病態解明に大きく貢
献すると期待されています。

Horse Genome Workshop共同声明の発信
　本会議においては、「Consensus Statement on 
the Translation and Application of Genomics in 
the Equine Industries（ゲノム科学情報の産業応用
推進に関する声明）」が審議・採択され、プレスリ
リースされました（図1）。
  今までのワークショップ活動の成果として、馬の
全ゲノム情報解読、SNPチップ開発、また、競走能
力関連遺伝子の同定されたことで、これらの研究
成果の競馬産業への応用（遺伝学的検査）が進んで
います。
　愛国プラスビタール社は、スピード遺伝子検査

（距離適性検査）を開発し、世界中で検査ビジネス
を展開する同分野のパイオニア企業です。同社は、
スピード遺伝子検査の開発にあたって、その情報
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって商業展開しています。日本では競走馬理化
学研究所がライセンスを取得して検査を提供して

いますが、提供前には、大規模調査を実施して結果
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって日本国内で展開しています。
　一方、他にも競馬産業界で遺伝学的検査をビジ
ネス展開する企業はありますが、一部の企業は、そ
のバックグランド（科学的妥当性の評価）を公開し
ておらず、検査の信頼性が疑わしいものもありま
す。そのため、一部の消費者（生産者団体など）から
は、遺伝学的検査、また、馬ゲノム研究全般に疑念
を抱く者が出てきています。このため、馬ゲノム
ワークショップとしては、遺伝学・ゲノム科学情報
を産業応用するうえでは、専門家集団として方向
性を示すことが重要であると考え、今回の声明の
発表となりました。
　以下は、その主なポイントであり、競馬産業界
で、遺伝学的検査を実施するうえでの国際的な約
束事になると思われます。

「声明の概要」
１）科学的発見は、再現性があり、ピアレビュープ

ロセスを経て評価されるべきである。
２）科学研究の実施においては、サンプル使用にお

ける所有者の同意を踏まえ、適切な研究倫理の
下で実施されなければならない。

３）競馬産業関係者は、遺伝学的検査に関して適切
な教育をうける機会を提供されなければなら
ず、馬に利益がもたらされるよう科学的開発が
行われる必要がある。

４）科学的発展と商用機会の間には、明確な差異が
存在しなければならない。

５）遺伝学的検査は質的形質と量的形質に関する
ものがあり、それぞれ解釈が異なることを理解
する必要がある。

６）ゲノム科学情報と伝統的な育種の統合が、将来
における健康で健全な馬集団の維持に貢献す
る。

競馬産業における遺伝子ドーピング問題
　ゲノム科学研究および遺伝学研究の進展は、馬
の健康と福祉に貢献する一方、これらの技術が不
正に使用されれば、健全な競馬の施行に影響を及
ぼします。本会議に参集した者は、馬のゲノム科学
研究および遺伝学研究分野のトップランナーであ
ることから、遺伝子ドーピング関連について話題
提供することで注意喚起し、併せて同問題に興味
を示す研究者を同分野に招聘することを目的に同
セッションを開催ししています（写真1：筆者）。
　同会議への参加者は、主に大学に籍を置く研究
者・教員であることから、競馬産業に関わる者が少
なく、馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついては、新鮮に受け止められたようでした。

UNIRELAB（伊国ドーピング・親子判定機関）への
訪問
１）UNIRELAB
　UNIRELABは、イタリア共和国における競馬と
ドックレースを対象にしたドーピング検査、血統
登録検査および血統登録を実施している検査機関
です。UNIRELABの本部（役員及び事務部門）は
ローマ市にありますが、検査部門はミラノ市郊外
に位置しています。
　UNIRELAB（検査部門）は現在、30名程度の検査

スタッフが勤務し、所長のMarco Fidani博士（専門
は分析化学）を筆頭に、品質保証担当、薬物検査部
門（（動物（馬・犬）のドーピング検査、人（騎手・ドラ
イバー）のドーピング検査、飼料検査）、血統登録部
門（血統登録業務、血統登録検査）から構成されて
います。
２）薬物検査の概況
　UNIRELABでは、約800の禁止物質を対象に、年
間約20,000件の検査を行っています。現在、イタ
リアの競馬主催者は、同国農務省であることから、
ドーピング検査は、政府機関から依頼されていま
す。一方、飼料検査も実施しており、民間からの依
頼者も顧客になっています。
　薬物検査（動物・人）を担当するスタッフは20数
名であり、検体受領後１～２週間を目安に結果を
報告しています。所長のFidani博士はAORC（公認
競馬分析者協会）の会員であり、毎年実施される
PT試験に合格しています。品質保証部門もあり、
ISO9000認証およびISO17025に準拠して検査を
実施していました。
３）血統登録の概況
　血統登録においては、UNIRELABでは、部門長の

Cosenza博士を筆頭に合計3名の常勤スタッフ（写
真2（スタッフ2名、筆者、Cosenza博士））が勤務し、
血統登録および血統登録検査の両方を行っていま
す。政府認定のオフィシャル獣医師によって採材
された血液（コットン紙に吸収・乾燥）は、個体情報

（毛色、白斑、旋毛など）とともに同機関に送付さ

れ、ISAG馬親子判定認定のマイクロサテライト
DNAでの型判定を行い、親子が確認された後に、当
該馬は競走馬として登録されます。同国の競馬は、
サラブレッドでの平地競走だけではなく、他品種
での競馬（繋駕速歩競走）も行われており、対象と
なる検査個体数は年間約5000頭になります。
　UNIRELABは、競走馬理化学研究所と同様に、薬
物検査および親子判定検査を実施している機関で
あり、分析化学と遺伝学の両方に関する技術を所
持した稀有な機関であり、両方の知識・技術が必要
となる遺伝子ドーピング検査法の開発にも興味を
示し、今後、専用分析機器であるデジタルPCR装置
などを導入し、同分野にも貢献していきたいとの
話をしています。この点を確認できたことも、
UNIRELAB訪問の大きな成果と言えます。
　最後になりましたが、本会議への派遣に向け、ま
た、研究の遂行にあたり御協力頂きました方々に
心より感謝致します。

図1　ゲノム科学情報の産業応用推進に関する声
　　   明の文書
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　平成30年9月12日から15日までの4日間に、イ
タリア共和国パヴィア市で開催された第12回ド
ロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議

（Dorothy Russell Havemeyer 12th International 
Horse Genome Workshop: DRH-IHGW）に参加し
ましたので、その概要を紹介します。

開催都市
　開催地であるパヴィア市は、ファッションとデ
ザインの世界的な中心地であるイタリア共和国ミ
ラノ市中心部の南方約40 kmに位置し、1361年に
設立されたパヴィア大学を中心に学問の風土を
持って発展してきた都市です。

Horse Genome Workshop
　Horse Genome Workshopとは、今回参加した
DRH-IHGW、国際動物遺伝学会（International 
Society for Animal Genetics; ISAG）における馬の
遺伝学とゲノム科学分科会 （Horse Genetics and 
Genomics Workshop: HGGW）、植物動物ゲノム学
会（Plant and Animal Genome; PAG）における
USDA-NRSP8支援プログラム馬分科会（Equine I, 
II）の総称です。
　ここ最近では、DRH-IHGWは西暦偶数年（夏季）、
ISAGは西暦奇数年（夏季）、PAGは毎年1月に開催
されることで、各国の馬遺伝学研究者が6ヶ月毎
に参集でき、これによって国際共同研究の積極的
な推進が図られています。

ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議
　ISAGおよびPAGは一般の学会であることから、
会員登録あるいは参加登録をすることで自由に参

加できるが、DRH-IHGWはドロシーラッセル・ハブ
マイヤー財団の助成で開催されるため、参加人数
が50名と限られます。参加には、馬遺伝学研究分
野への貢献（国際共同研究、個々の研究活動など）
が求められます。
　私は、米国レキシントン市で開催された第1回
大会（1995年）および愛国ダブリン市で開催され
た第6回大会（2005年）以降の大会に参加していま
す。なお、第2回（1998年）～5回（2003年）には、
JRA関係者が参加しています。
　これらの会議をとおして、馬の健康、病気、パ
フォーマンスおよび興味のある形質（毛色、体型な
ど）の原因遺伝子を同定するために必要なゲノム
解析ツールの開発を行っており、今までに、遺伝地
図、全ゲノム解読、SNPチップ分析キットの開発な
どを進めてきました。これらの遺伝分析用ツール
は、ワークショップメンバーはもとより、様々な分
野の馬に関わる基礎研究者および応用研究者、ま
た、臨床獣医師などにも利用されています。

第12回大会の概況
　第12回大会は、パヴィア大学生物学・バイオテ
クノロジー学部のElena Giulotto教授とElena 
Raimondi博士によって主催されています。
　今回のワークショップには、13ヶ国からの科学
者が参集し、馬ゲノムの構造アノテーション（注釈
付け作業）、機能アノテーション、馬の進化に関す
る研究、馬の再生医療研究、ゲノム解析ツール開発
などが主要な研究発表となっていました。
１）ゲノム情報の更新
　全ゲノム解読情報は、2007年にEquCab2.0とし
て公共データベースに公開されました。しかし、間

違った配列情報や多数のギャップ配列（ゲノム情
報のない部分）が存在することから、これらの解消
を目的とし、EquCab3.0への更新作業が始まりま
した。
　EquCab2.0（2.367 Gb）の作成に使用した7倍長
のサンガー型シーケンス情報に、超並列型次世代
シーケンス情報（3.5倍超miSeq 2×300 bp、40倍
超HiSeq 2×150 bp）、ロングリード型次世代シー
ケンス情報（30倍超Chicago Library、30倍超HiC 
Library､16倍超PacBio Reads）を追加することで、
EquCab3.0（2.372 Gb, N50 Scaffold: 85.6 M）が作
成され、現在、公共データベース（NCBI）に公開さ
れています。
　データ更新で改善されたリード長は、0.005Gb

（5 Mb）ですが、ギャップ配列が15分の1程度に
なったことで、遺伝子アノテーションの精度が向
上しています。
２）FAANGプロジェクト
　FAANG（Functional Annotation of Animal 
Genomes）プロジェクトとは、ヒトで実施された
ENCODE（The Encyclopedia of DNA Elements）プ
ロジェクトの家畜版になります。これらのプロ
ジェクトでは、RNA-seq（mRNA, smal l  RNA, 
non-cording RNA）、ChIP-seq（クロマチン免疫沈降
シーケンス）などを実施し、遺伝子等領域、遺伝子
発現調節部位を同定し、ゲノム配列に機能アノ
テーションおよび構造アノテーションを行いま
す。ヒトにおけるENCODEプロジェクトは既に完
了しており、これらの成果は、精密医療（Precision 
Medicine Initiative）、特にがんゲノム医療に利用
されています。
　ウマにおいては、研究機関や研究者の数が少な
いことから進展が遅れていますが、2016年からカ
リフォルニア大学とネブラスカ大学が中心機関と
なって、Equine FAANGを進めています。
　Equine FAANGでは、雌馬2頭を対象とし、これら
の個体の全ゲノム情報を解読した上で、約75ヶ所
の組織あるいは細胞を採取し、RNA-seqおよび
ChIP-seqを推進しています。既に、USDA（米国農務
省）の補助で8組織については完了し、現在、
Adapt-a-tissueプロジェクト（各研究機関が望む組
織を担当）として、30以上の組織の解析がすすん

でいます。日本（競走馬理化学研究所：戸崎）は、骨
格筋、白血球系細胞などを担当しています。骨格筋
は競走馬の運動機能、白血球系細胞は、遺伝子ドー
ピングなどのバイオサンプルになり得ることから
選択しています。
３）ゲノム解析ツール開発
　Kalbfleish博士（ルイビル大学）は、ゲノム配列情
報EquCab3.0にFAANGプロジェクトで収集した
RNA情報をマッピングするためにゲノム解析ツー
ル（解析パイプラインの構築）を開発し、その利用
法にかかわるレクチャーを行っています。
４）馬ゲノムの多様性
　Leeb博士（ベルン大学）は、25品種88頭の全ゲノ
ム解読（カバレッジ：5 . 3～ 4 3 . 5）を行い、
EquCab2.0のゲノム上にマッピングすることで、
23 , 559 , 582個のSNP（一塩基多型）および
2,396,022個のINDEL（挿入欠失配列）を同定した
ことを報告しています。これらの結果から、SNPは
約100bpに一ヶ所、INDELは約1000bpに一ヶ所の
割合で存在することとなり、馬ゲノムが極めて多
様であることを示唆しています。このような遺伝
的な相違が、品種あるいは個々の馬の形質の相違
につながると考えられます。
５）馬ゲノム研究の課題と今後の方向性
　精度の高いゲノム配列情報（EquCab3.0）は構築
されましたが、EquCab3.0においては、残念ながら
Y染色体情報はありません。Y染色体は、その大部
分がランダムな繰り返し構造であることから、超
並列型次世代シーケンス情報を使用した整列化作
業では、ゲノム情報を構築できません。
　そのため、Y染色体のBACクローン（大きいDNA
断片）を探し出して整列化し、その後に整列した
BACクローンの塩基配列を決定する必要がありま
す。極めて大変な作業ですが、Raudsepp博士（テキ
サスA&M大学）が中心となり、Y染色体ゲノム情報
構築作業を進めることが、本会議において確認さ
れました。
　また、招待講演者として、ジェノバ市にある
Istituto Italiano di Tecnologia（IIT）のGustincich博
士は「Transposable Elements in Health and 
Disease（健康と病気に関与するトランスポゾン）」
に つ い て 、ミ ラ ノ 大 学 の P a v e s i 博 士 は

「Opportunities and Challenges Using Single Cell 
Sequencing（シングルセルシークエンシングの利
用と課題）」について講演しています。
　トランスポゾンは、ゲノム中で水平移動してラ
ンダムに組み込まれることから、しばしば遺伝的
な疾患発症の原因となります。スピード遺伝子検
査（距離適性）の対象であるミオスタチン遺伝子の
プロモーター領域には、馬固有のトランスポゾン
であるSINE配列の挿入欠失があり、表現型と関連
しているとの研究報告もあります。現在、超並列型
次世代シーケンス技術を使用し、詳細な解析が進
められています。
　また、シングルセルシークエンシング技術は、今
まで組織単位（骨格筋、白血球など）でしか分析で
きなかった遺伝子発現解析を、細胞単位（1細胞）
で分析するものであり、この技術を使用すること
で、例えば、屈腱炎であれば、屈腱炎の対象組織全
般ではなく、損傷細胞あるいは非損傷細胞ごとに
遺伝子発現変動を調べることが可能になり、分子
レベルでの詳細な病態メカニズムを解明できま
す。
　これらの分野は、今後、馬の病態解明に大きく貢
献すると期待されています。

Horse Genome Workshop共同声明の発信
　本会議においては、「Consensus Statement on 
the Translation and Application of Genomics in 
the Equine Industries（ゲノム科学情報の産業応用
推進に関する声明）」が審議・採択され、プレスリ
リースされました（図1）。
  今までのワークショップ活動の成果として、馬の
全ゲノム情報解読、SNPチップ開発、また、競走能
力関連遺伝子の同定されたことで、これらの研究
成果の競馬産業への応用（遺伝学的検査）が進んで
います。
　愛国プラスビタール社は、スピード遺伝子検査

（距離適性検査）を開発し、世界中で検査ビジネス
を展開する同分野のパイオニア企業です。同社は、
スピード遺伝子検査の開発にあたって、その情報
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって商業展開しています。日本では競走馬理化
学研究所がライセンスを取得して検査を提供して

いますが、提供前には、大規模調査を実施して結果
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって日本国内で展開しています。
　一方、他にも競馬産業界で遺伝学的検査をビジ
ネス展開する企業はありますが、一部の企業は、そ
のバックグランド（科学的妥当性の評価）を公開し
ておらず、検査の信頼性が疑わしいものもありま
す。そのため、一部の消費者（生産者団体など）から
は、遺伝学的検査、また、馬ゲノム研究全般に疑念
を抱く者が出てきています。このため、馬ゲノム
ワークショップとしては、遺伝学・ゲノム科学情報
を産業応用するうえでは、専門家集団として方向
性を示すことが重要であると考え、今回の声明の
発表となりました。
　以下は、その主なポイントであり、競馬産業界
で、遺伝学的検査を実施するうえでの国際的な約
束事になると思われます。

「声明の概要」
１）科学的発見は、再現性があり、ピアレビュープ

ロセスを経て評価されるべきである。
２）科学研究の実施においては、サンプル使用にお

ける所有者の同意を踏まえ、適切な研究倫理の
下で実施されなければならない。

３）競馬産業関係者は、遺伝学的検査に関して適切
な教育をうける機会を提供されなければなら
ず、馬に利益がもたらされるよう科学的開発が
行われる必要がある。

４）科学的発展と商用機会の間には、明確な差異が
存在しなければならない。

５）遺伝学的検査は質的形質と量的形質に関する
ものがあり、それぞれ解釈が異なることを理解
する必要がある。

６）ゲノム科学情報と伝統的な育種の統合が、将来
における健康で健全な馬集団の維持に貢献す
る。

競馬産業における遺伝子ドーピング問題
　ゲノム科学研究および遺伝学研究の進展は、馬
の健康と福祉に貢献する一方、これらの技術が不
正に使用されれば、健全な競馬の施行に影響を及
ぼします。本会議に参集した者は、馬のゲノム科学
研究および遺伝学研究分野のトップランナーであ
ることから、遺伝子ドーピング関連について話題
提供することで注意喚起し、併せて同問題に興味
を示す研究者を同分野に招聘することを目的に同
セッションを開催ししています（写真1：筆者）。
　同会議への参加者は、主に大学に籍を置く研究
者・教員であることから、競馬産業に関わる者が少
なく、馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついては、新鮮に受け止められたようでした。

UNIRELAB（伊国ドーピング・親子判定機関）への
訪問
１）UNIRELAB
　UNIRELABは、イタリア共和国における競馬と
ドックレースを対象にしたドーピング検査、血統
登録検査および血統登録を実施している検査機関
です。UNIRELABの本部（役員及び事務部門）は
ローマ市にありますが、検査部門はミラノ市郊外
に位置しています。
　UNIRELAB（検査部門）は現在、30名程度の検査

スタッフが勤務し、所長のMarco Fidani博士（専門
は分析化学）を筆頭に、品質保証担当、薬物検査部
門（（動物（馬・犬）のドーピング検査、人（騎手・ドラ
イバー）のドーピング検査、飼料検査）、血統登録部
門（血統登録業務、血統登録検査）から構成されて
います。
２）薬物検査の概況
　UNIRELABでは、約800の禁止物質を対象に、年
間約20,000件の検査を行っています。現在、イタ
リアの競馬主催者は、同国農務省であることから、
ドーピング検査は、政府機関から依頼されていま
す。一方、飼料検査も実施しており、民間からの依
頼者も顧客になっています。
　薬物検査（動物・人）を担当するスタッフは20数
名であり、検体受領後１～２週間を目安に結果を
報告しています。所長のFidani博士はAORC（公認
競馬分析者協会）の会員であり、毎年実施される
PT試験に合格しています。品質保証部門もあり、
ISO9000認証およびISO17025に準拠して検査を
実施していました。
３）血統登録の概況
　血統登録においては、UNIRELABでは、部門長の

Cosenza博士を筆頭に合計3名の常勤スタッフ（写
真2（スタッフ2名、筆者、Cosenza博士））が勤務し、
血統登録および血統登録検査の両方を行っていま
す。政府認定のオフィシャル獣医師によって採材
された血液（コットン紙に吸収・乾燥）は、個体情報

（毛色、白斑、旋毛など）とともに同機関に送付さ

れ、ISAG馬親子判定認定のマイクロサテライト
DNAでの型判定を行い、親子が確認された後に、当
該馬は競走馬として登録されます。同国の競馬は、
サラブレッドでの平地競走だけではなく、他品種
での競馬（繋駕速歩競走）も行われており、対象と
なる検査個体数は年間約5000頭になります。
　UNIRELABは、競走馬理化学研究所と同様に、薬
物検査および親子判定検査を実施している機関で
あり、分析化学と遺伝学の両方に関する技術を所
持した稀有な機関であり、両方の知識・技術が必要
となる遺伝子ドーピング検査法の開発にも興味を
示し、今後、専用分析機器であるデジタルPCR装置
などを導入し、同分野にも貢献していきたいとの
話をしています。この点を確認できたことも、
UNIRELAB訪問の大きな成果と言えます。
　最後になりましたが、本会議への派遣に向け、ま
た、研究の遂行にあたり御協力頂きました方々に
心より感謝致します。

写真1
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　平成30年9月12日から15日までの4日間に、イ
タリア共和国パヴィア市で開催された第12回ド
ロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議

（Dorothy Russell Havemeyer 12th International 
Horse Genome Workshop: DRH-IHGW）に参加し
ましたので、その概要を紹介します。

開催都市
　開催地であるパヴィア市は、ファッションとデ
ザインの世界的な中心地であるイタリア共和国ミ
ラノ市中心部の南方約40 kmに位置し、1361年に
設立されたパヴィア大学を中心に学問の風土を
持って発展してきた都市です。

Horse Genome Workshop
　Horse Genome Workshopとは、今回参加した
DRH-IHGW、国際動物遺伝学会（International 
Society for Animal Genetics; ISAG）における馬の
遺伝学とゲノム科学分科会 （Horse Genetics and 
Genomics Workshop: HGGW）、植物動物ゲノム学
会（Plant and Animal Genome; PAG）における
USDA-NRSP8支援プログラム馬分科会（Equine I, 
II）の総称です。
　ここ最近では、DRH-IHGWは西暦偶数年（夏季）、
ISAGは西暦奇数年（夏季）、PAGは毎年1月に開催
されることで、各国の馬遺伝学研究者が6ヶ月毎
に参集でき、これによって国際共同研究の積極的
な推進が図られています。

ドロシーラッセル・ハブマイヤー国際馬ゲノム会議
　ISAGおよびPAGは一般の学会であることから、
会員登録あるいは参加登録をすることで自由に参

加できるが、DRH-IHGWはドロシーラッセル・ハブ
マイヤー財団の助成で開催されるため、参加人数
が50名と限られます。参加には、馬遺伝学研究分
野への貢献（国際共同研究、個々の研究活動など）
が求められます。
　私は、米国レキシントン市で開催された第1回
大会（1995年）および愛国ダブリン市で開催され
た第6回大会（2005年）以降の大会に参加していま
す。なお、第2回（1998年）～5回（2003年）には、
JRA関係者が参加しています。
　これらの会議をとおして、馬の健康、病気、パ
フォーマンスおよび興味のある形質（毛色、体型な
ど）の原因遺伝子を同定するために必要なゲノム
解析ツールの開発を行っており、今までに、遺伝地
図、全ゲノム解読、SNPチップ分析キットの開発な
どを進めてきました。これらの遺伝分析用ツール
は、ワークショップメンバーはもとより、様々な分
野の馬に関わる基礎研究者および応用研究者、ま
た、臨床獣医師などにも利用されています。

第12回大会の概況
　第12回大会は、パヴィア大学生物学・バイオテ
クノロジー学部のElena Giulotto教授とElena 
Raimondi博士によって主催されています。
　今回のワークショップには、13ヶ国からの科学
者が参集し、馬ゲノムの構造アノテーション（注釈
付け作業）、機能アノテーション、馬の進化に関す
る研究、馬の再生医療研究、ゲノム解析ツール開発
などが主要な研究発表となっていました。
１）ゲノム情報の更新
　全ゲノム解読情報は、2007年にEquCab2.0とし
て公共データベースに公開されました。しかし、間

違った配列情報や多数のギャップ配列（ゲノム情
報のない部分）が存在することから、これらの解消
を目的とし、EquCab3.0への更新作業が始まりま
した。
　EquCab2.0（2.367 Gb）の作成に使用した7倍長
のサンガー型シーケンス情報に、超並列型次世代
シーケンス情報（3.5倍超miSeq 2×300 bp、40倍
超HiSeq 2×150 bp）、ロングリード型次世代シー
ケンス情報（30倍超Chicago Library、30倍超HiC 
Library､16倍超PacBio Reads）を追加することで、
EquCab3.0（2.372 Gb, N50 Scaffold: 85.6 M）が作
成され、現在、公共データベース（NCBI）に公開さ
れています。
　データ更新で改善されたリード長は、0.005Gb

（5 Mb）ですが、ギャップ配列が15分の1程度に
なったことで、遺伝子アノテーションの精度が向
上しています。
２）FAANGプロジェクト
　FAANG（Functional Annotation of Animal 
Genomes）プロジェクトとは、ヒトで実施された
ENCODE（The Encyclopedia of DNA Elements）プ
ロジェクトの家畜版になります。これらのプロ
ジェクトでは、RNA-seq（mRNA, smal l  RNA, 
non-cording RNA）、ChIP-seq（クロマチン免疫沈降
シーケンス）などを実施し、遺伝子等領域、遺伝子
発現調節部位を同定し、ゲノム配列に機能アノ
テーションおよび構造アノテーションを行いま
す。ヒトにおけるENCODEプロジェクトは既に完
了しており、これらの成果は、精密医療（Precision 
Medicine Initiative）、特にがんゲノム医療に利用
されています。
　ウマにおいては、研究機関や研究者の数が少な
いことから進展が遅れていますが、2016年からカ
リフォルニア大学とネブラスカ大学が中心機関と
なって、Equine FAANGを進めています。
　Equine FAANGでは、雌馬2頭を対象とし、これら
の個体の全ゲノム情報を解読した上で、約75ヶ所
の組織あるいは細胞を採取し、RNA-seqおよび
ChIP-seqを推進しています。既に、USDA（米国農務
省）の補助で8組織については完了し、現在、
Adapt-a-tissueプロジェクト（各研究機関が望む組
織を担当）として、30以上の組織の解析がすすん

でいます。日本（競走馬理化学研究所：戸崎）は、骨
格筋、白血球系細胞などを担当しています。骨格筋
は競走馬の運動機能、白血球系細胞は、遺伝子ドー
ピングなどのバイオサンプルになり得ることから
選択しています。
３）ゲノム解析ツール開発
　Kalbfleish博士（ルイビル大学）は、ゲノム配列情
報EquCab3.0にFAANGプロジェクトで収集した
RNA情報をマッピングするためにゲノム解析ツー
ル（解析パイプラインの構築）を開発し、その利用
法にかかわるレクチャーを行っています。
４）馬ゲノムの多様性
　Leeb博士（ベルン大学）は、25品種88頭の全ゲノ
ム解読（カバレッジ：5 . 3～ 4 3 . 5）を行い、
EquCab2.0のゲノム上にマッピングすることで、
23 , 559 , 582個のSNP（一塩基多型）および
2,396,022個のINDEL（挿入欠失配列）を同定した
ことを報告しています。これらの結果から、SNPは
約100bpに一ヶ所、INDELは約1000bpに一ヶ所の
割合で存在することとなり、馬ゲノムが極めて多
様であることを示唆しています。このような遺伝
的な相違が、品種あるいは個々の馬の形質の相違
につながると考えられます。
５）馬ゲノム研究の課題と今後の方向性
　精度の高いゲノム配列情報（EquCab3.0）は構築
されましたが、EquCab3.0においては、残念ながら
Y染色体情報はありません。Y染色体は、その大部
分がランダムな繰り返し構造であることから、超
並列型次世代シーケンス情報を使用した整列化作
業では、ゲノム情報を構築できません。
　そのため、Y染色体のBACクローン（大きいDNA
断片）を探し出して整列化し、その後に整列した
BACクローンの塩基配列を決定する必要がありま
す。極めて大変な作業ですが、Raudsepp博士（テキ
サスA&M大学）が中心となり、Y染色体ゲノム情報
構築作業を進めることが、本会議において確認さ
れました。
　また、招待講演者として、ジェノバ市にある
Istituto Italiano di Tecnologia（IIT）のGustincich博
士は「Transposable Elements in Health and 
Disease（健康と病気に関与するトランスポゾン）」
に つ い て 、ミ ラ ノ 大 学 の P a v e s i 博 士 は

「Opportunities and Challenges Using Single Cell 
Sequencing（シングルセルシークエンシングの利
用と課題）」について講演しています。
　トランスポゾンは、ゲノム中で水平移動してラ
ンダムに組み込まれることから、しばしば遺伝的
な疾患発症の原因となります。スピード遺伝子検
査（距離適性）の対象であるミオスタチン遺伝子の
プロモーター領域には、馬固有のトランスポゾン
であるSINE配列の挿入欠失があり、表現型と関連
しているとの研究報告もあります。現在、超並列型
次世代シーケンス技術を使用し、詳細な解析が進
められています。
　また、シングルセルシークエンシング技術は、今
まで組織単位（骨格筋、白血球など）でしか分析で
きなかった遺伝子発現解析を、細胞単位（1細胞）
で分析するものであり、この技術を使用すること
で、例えば、屈腱炎であれば、屈腱炎の対象組織全
般ではなく、損傷細胞あるいは非損傷細胞ごとに
遺伝子発現変動を調べることが可能になり、分子
レベルでの詳細な病態メカニズムを解明できま
す。
　これらの分野は、今後、馬の病態解明に大きく貢
献すると期待されています。

Horse Genome Workshop共同声明の発信
　本会議においては、「Consensus Statement on 
the Translation and Application of Genomics in 
the Equine Industries（ゲノム科学情報の産業応用
推進に関する声明）」が審議・採択され、プレスリ
リースされました（図1）。
  今までのワークショップ活動の成果として、馬の
全ゲノム情報解読、SNPチップ開発、また、競走能
力関連遺伝子の同定されたことで、これらの研究
成果の競馬産業への応用（遺伝学的検査）が進んで
います。
　愛国プラスビタール社は、スピード遺伝子検査

（距離適性検査）を開発し、世界中で検査ビジネス
を展開する同分野のパイオニア企業です。同社は、
スピード遺伝子検査の開発にあたって、その情報
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって商業展開しています。日本では競走馬理化
学研究所がライセンスを取得して検査を提供して

いますが、提供前には、大規模調査を実施して結果
を学術論文（査読あり）に公表し、科学的な検証を
もって日本国内で展開しています。
　一方、他にも競馬産業界で遺伝学的検査をビジ
ネス展開する企業はありますが、一部の企業は、そ
のバックグランド（科学的妥当性の評価）を公開し
ておらず、検査の信頼性が疑わしいものもありま
す。そのため、一部の消費者（生産者団体など）から
は、遺伝学的検査、また、馬ゲノム研究全般に疑念
を抱く者が出てきています。このため、馬ゲノム
ワークショップとしては、遺伝学・ゲノム科学情報
を産業応用するうえでは、専門家集団として方向
性を示すことが重要であると考え、今回の声明の
発表となりました。
　以下は、その主なポイントであり、競馬産業界
で、遺伝学的検査を実施するうえでの国際的な約
束事になると思われます。

「声明の概要」
１）科学的発見は、再現性があり、ピアレビュープ

ロセスを経て評価されるべきである。
２）科学研究の実施においては、サンプル使用にお

ける所有者の同意を踏まえ、適切な研究倫理の
下で実施されなければならない。

３）競馬産業関係者は、遺伝学的検査に関して適切
な教育をうける機会を提供されなければなら
ず、馬に利益がもたらされるよう科学的開発が
行われる必要がある。

４）科学的発展と商用機会の間には、明確な差異が
存在しなければならない。

５）遺伝学的検査は質的形質と量的形質に関する
ものがあり、それぞれ解釈が異なることを理解
する必要がある。

６）ゲノム科学情報と伝統的な育種の統合が、将来
における健康で健全な馬集団の維持に貢献す
る。

競馬産業における遺伝子ドーピング問題
　ゲノム科学研究および遺伝学研究の進展は、馬
の健康と福祉に貢献する一方、これらの技術が不
正に使用されれば、健全な競馬の施行に影響を及
ぼします。本会議に参集した者は、馬のゲノム科学
研究および遺伝学研究分野のトップランナーであ
ることから、遺伝子ドーピング関連について話題
提供することで注意喚起し、併せて同問題に興味
を示す研究者を同分野に招聘することを目的に同
セッションを開催ししています（写真1：筆者）。
　同会議への参加者は、主に大学に籍を置く研究
者・教員であることから、競馬産業に関わる者が少
なく、馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついては、新鮮に受け止められたようでした。

UNIRELAB（伊国ドーピング・親子判定機関）への
訪問
１）UNIRELAB
　UNIRELABは、イタリア共和国における競馬と
ドックレースを対象にしたドーピング検査、血統
登録検査および血統登録を実施している検査機関
です。UNIRELABの本部（役員及び事務部門）は
ローマ市にありますが、検査部門はミラノ市郊外
に位置しています。
　UNIRELAB（検査部門）は現在、30名程度の検査

スタッフが勤務し、所長のMarco Fidani博士（専門
は分析化学）を筆頭に、品質保証担当、薬物検査部
門（（動物（馬・犬）のドーピング検査、人（騎手・ドラ
イバー）のドーピング検査、飼料検査）、血統登録部
門（血統登録業務、血統登録検査）から構成されて
います。
２）薬物検査の概況
　UNIRELABでは、約800の禁止物質を対象に、年
間約20,000件の検査を行っています。現在、イタ
リアの競馬主催者は、同国農務省であることから、
ドーピング検査は、政府機関から依頼されていま
す。一方、飼料検査も実施しており、民間からの依
頼者も顧客になっています。
　薬物検査（動物・人）を担当するスタッフは20数
名であり、検体受領後１～２週間を目安に結果を
報告しています。所長のFidani博士はAORC（公認
競馬分析者協会）の会員であり、毎年実施される
PT試験に合格しています。品質保証部門もあり、
ISO9000認証およびISO17025に準拠して検査を
実施していました。
３）血統登録の概況
　血統登録においては、UNIRELABでは、部門長の

Cosenza博士を筆頭に合計3名の常勤スタッフ（写
真2（スタッフ2名、筆者、Cosenza博士））が勤務し、
血統登録および血統登録検査の両方を行っていま
す。政府認定のオフィシャル獣医師によって採材
された血液（コットン紙に吸収・乾燥）は、個体情報

（毛色、白斑、旋毛など）とともに同機関に送付さ

れ、ISAG馬親子判定認定のマイクロサテライト
DNAでの型判定を行い、親子が確認された後に、当
該馬は競走馬として登録されます。同国の競馬は、
サラブレッドでの平地競走だけではなく、他品種
での競馬（繋駕速歩競走）も行われており、対象と
なる検査個体数は年間約5000頭になります。
　UNIRELABは、競走馬理化学研究所と同様に、薬
物検査および親子判定検査を実施している機関で
あり、分析化学と遺伝学の両方に関する技術を所
持した稀有な機関であり、両方の知識・技術が必要
となる遺伝子ドーピング検査法の開発にも興味を
示し、今後、専用分析機器であるデジタルPCR装置
などを導入し、同分野にも貢献していきたいとの
話をしています。この点を確認できたことも、
UNIRELAB訪問の大きな成果と言えます。
　最後になりましたが、本会議への派遣に向け、ま
た、研究の遂行にあたり御協力頂きました方々に
心より感謝致します。写真2
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時事解説
　後期流産は馬生産者が直面する最も深刻な問題
の一つである。妊娠馬の世話は好きでなければで
きない仕事であり、理想的な子馬の出産のために
は、かなりの時間、労力や資金が必要となる。流産
の度に、流産を防ぐために我々に何ができ、何をす
べきだったのかという疑問が投げかけられる。
　本号では、2016年度および2017年度の繁殖期
においてケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所に
よって検査された898例のウマの流産の根底にあ
る原因についてAlan Loynachan 博士が述べてい
る。この回顧的研究は、管理方法を改善できる余地
のある領域や、馬主や生産者にとって最大の利益
をもたらすため将来我々がどの研究分野に注目す
るべきかを特定するのに重要である。よって、たと
え流産の原因が明らかであったとしても、生産牧
場が流産子馬を家畜病性鑑定研究所に送ることが
重要である。
　流産の約50%は、非感染性と診断された。これら
のほとんどは、双胎を除き、妊娠管理に関連したも
のではない。しかしながら、双胎は提供された流産
の多くを占めることはなかった。これは優れた管
理技術、すなわち妊娠初期での双胎の減胎処置に
よるものと思われる。またそれだけでなく、原因が
明らかな流産を病性鑑定研究所に提出しないとい
う馬主の怠慢を反映するように思われる。このこ
とは理解できるが、一方でこれらの流産の頻度を
正確に把握することを困難にする。
　感染性流産は供された流産の残り50%を占めて
おり、これらの症例の多くは胎盤炎であった。残念
ながら、我々は何が牝馬に胎盤炎を発症させるの
かということについてほとんど知らず、早期にお
ける正確で特異的な診断に依然として苦労してい
る。たとえそうであっても、妊娠初期の乳腺発育、
乳汁分泌および膿汁排出といった日常的なチェッ

クと同様に内分泌モニタリング、胎盤の定期的な
超音波検査など馬主が出来る早期診断に役立つ方
法がある。もし何か異常があれば、必要に応じてさ
らに検査をしたり治療を開始したりするために獣
医師を呼ぶべきである。
　胎盤炎は感染性流産の原因の大部分を占めるた
め、グルック馬研究センターのBarry Ball 博士の
研究室では、胎盤炎の原因ならびに進行に関する
理解に重点を置いて取り組んできた。遺伝子発現
の変化を調べる最先端技術を用いることによっ
て、私達は診断補助やあるいは治療の選択肢にな
るであろうと思われるいくつかのターゲットとな
り得る遺伝子を特定してきた。我々の研究結果を
確認するためには、依然としてさらなる調査が必
要であるが、胎盤炎に対処するためにより良い選
択肢を利用することが可能になると期待してい
る。
　胎膜や母体血清を含め、全ての流産子馬を家畜
病性鑑定研究所に送付することの重要性をいくら
強調しても足りない。生産者が流産胎子を提出で
きない場合、動向を把握することはより一層困難
になってしまう。さらに、新たに出現する脅威を特
定し、対応することも困難になってしまう。はっき
りとした原因がわからない流産胎子のみ提出する
ことを正当化するのは簡単であるが、馬生産業全
体の健全性は常に全ての流産胎子が提出されるか
にかかっている。

連絡先：
Shavahn Loux, PhD 
Shavahn.Loux@uky.edu 
(859) 257-4757 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

2018年第3四半期
　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。 
　南アフリカにおいて今シーズン最後に報告され
たアフリカ馬疫は、7月前半に発生した4例であっ
た。その内訳はイースタンケープ州で2例、フリー
ステイト州で1例、クワズール・ナタール州で1例
だった。
　中国で鼻疽の発生が報告された。乗馬クラブ1
施設で17頭に確認され、そのうち1頭が死亡した。
　馬インフルエンザが、コロンビア、ドイツならび
に米国で確認された。コロンビアでは、32県のう
ち16県で2700例以上が発症し、1例は死亡した。
ドイツにおける発生は、ワクチン未接種の5頭で
あった。米国では馬インフルエンザは風土病であ
り、3州で感染が確認された。
　ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、スイ
ス、英国ならびに米国では、腺疫の複数の発生が報
告された。確認された腺疫の発生件数は、ドイツお
よびスイスでそれぞれ2件、ベルギーで3件、フラ
ンスで17件、アイルランドで60件および米国で
154件であった。英国および米国では、本症は風土
病である。
　馬ヘルペスウイルス 1 型に起因する疾病が、ア
ルゼンチン、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、
日本、南アフリカ、スイスならびに米国で報告され
た。EHV-1 による呼吸器疾患が、ベルギー（11件）、
フランス（2件）、南アフリカ（1件）ならびに米国

（多くの州での発生）で確認された。EHV-1 による
流産が、アルゼンチン（15例のサラブレッドに発
生した1件。全てのウマのワクチン歴は不完全で
あった）、日本ならびに南アフリカ（各国とも1例）
で報告された。EHV-1による神経疾患が、カナダ（2
件）、ドイツおよびスイス（各国とも1例ずつ）なら
びに米国（6件でそれぞれ1例）で確認された。
　馬ヘルペスウイルス4型 (EHV-4) による呼吸器
疾患が、フランス（20件）、ドイツ（2施設で3例）な
らびに英国（7件で、そのほとんどがワクチン未接
種馬に単発症例）で報告された。 
　ドイツでは、1頭の種牡馬に馬動脈炎ウイルス
感染症が報告された。

　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、フランスならび
に米国で報告された。カナダでは、１例ずつの不顕
性感染を含む2件の発生が報告された。フランス
では1例が診断され、米国では5州で17例が確認さ
れ、そのほとんどはテキサス州におけるもので
あった。
　南アフリカでは4つの州において馬ピロプラズ
マ病の発生が報告され、確認された症例のほとん
どはハウテン州におけるものであった。
　馬伝染性子宮炎が、フランス（牝馬の臨床例1
例）およびドイツ（9施設で10例の非サラブレッド
種、そのほとんどがアイスランドホース種）で確認
された。
　サルモネラ症が、アイルランドならびに米国で
報告された。アイルランドでは、牝馬および子馬に
合計14例が発生した。米国で診断された11例のう
ち、9例が血清型 B 群サルモネラに関連していた。
米国では、馬ネオリケッチア症（ポトマック馬熱）
が報告された。本病は5州で確認され、ケンタッ
キー州で最も多く（26例）、そのうち6例が死亡し
た。
　米国では少頭数のウマがクロストリジウム
性腸炎と診断され、いずれも毒素型が未特定の
Clostridium perfringensの感染に関連していた。米
国では増殖性腸症（Lawsonia intracellularis感染
症）が1例報告された。
　2018年の第3四半期において、東部ウマ脳炎が
カナダ（9例）ならびに米国（39例）で確認され、そ
のほとんどはワクチン未接種馬であった。米国で
は、フロリダ州およびジョージア州で最も被害が
深刻だった。 
　ウエストナイルウイルス感染症が、カナダ（14
例）、フランス（6例）、ギリシャ（1例）、ドイツ（1
例）、イタリア（105例）、ルーマニア（1例）、南アフ
リカ（1例）ならびに米国（140例、主にオハイオ州
で発生）で報告された。
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州
で、ヘンドラウイルス感染症がワクチン未接種馬
1例に確認された。
　南アフリカのハウテン州で、馬脳症が1例診断
された。
 

バイオフィルムに関連する子宮内膜炎
　従来の抗生剤による治療が困難な細菌性子宮内
膜炎（子宮粘膜の感染）は、馬生産業にとって重要
な課題である。細菌性病原体の一般的な生存戦略
は、菌体外多糖類の厚い保護層によって覆われた
細菌の集合体から成る複雑で動的構造であるバイ
オフィルム（菌膜）の形成である。バイオフィルム
は、宿主の感染認識能を減少させることによって、
免疫による排除に対して抵抗力を与える。さらに、
バイオフィルムは拡散隔膜によって細菌を抗生剤
から保護し、また細菌の代謝および複製を抑制す
る微小環境を形成することにより、抗生剤に対し
てより一層耐性となる。我々は、ウマの感染性の
子宮内膜炎の実験例を用いてPseudomonas  
aeruginosaが牝馬の子宮内において、バイオフィ
ルムを形成することを明らかとした。様々な部位
でバイオフィルム形成が認められるが、ヒダの間
隙や子宮角などで最も多数の細菌の付着が認めら
れる。このことは、従来のスワブ培養はバイオフィ
ルムに関連する感染症の検出に適しておらず、少
量の子宮洗浄液が診断ツールとしてより適してい
る可能性を示唆している。子宮内膜表面と比較し
子宮腺の深部により多くの細菌が存在している。
感染を清浄化するためには、腺や組織のより深部
に浸透する治療の選択肢が必要となるであろう。
子宮内膜の生検標本において、バイオフィルムを
鏡検するためには、従来法であるホルマリン固定
ではなく、ブアン液で固定することで、子宮内膜表
面に存在するバイオフィルムの基質をより良く保
存することができる。
　バイオフィルム内に生息する細菌は、自由生活
性（浮遊している）細菌に比較して、治療に対し
1,000倍以上も治療に反応しない。医学および獣
医学において、抗生剤の単体投与の投与量の増量
あるいは投与濃度の増加では、慢性的なバイオ
フィルム感染の除去はできなかった。バイオフィ
ルムに関連する感染症における治療のゴールは、
バイオフィルムの構造体を破壊し、さらにバイオ
フィルム内に生存する細菌を死滅させることであ
る。
　グラム陰性菌（E. coli、K. pneumoniaeおよびP. 
aeruginosa）に対して、抗生剤や非抗生剤の単独投

与あるいは併用によってバイオフィルムが分散
し、さらに細菌を死滅させることが出来るかどう
かを調べるために、一連のin vitro（試験管を用いて
行うような研究室内での実験）における研究が実
施された。得られたデータからは、抗生剤および非
抗生剤が同時に投与された場合、バイオフィルム
に対してより効果的であることが示唆された。バ
イオフィルムによって保護されている細菌感染症
では、24時間毎の治療で、少なくとも72時間を要
する（すなわち混合剤の子宮内注入を24時間おき
に3日連続で実施する）。この治療プロトコルを実
施することによって、バイオフィルムは完全に破
壊され、次いで細菌は死滅する。原因菌の抗生剤に
対する自然耐性は、非抗生剤の追加のみでは制御
できないため、原因菌に対する抗生剤感受性試験
は依然として重要である。
　最近のin  v i voの研究では、Pseudomonas  
aeruginosaによるバイオフィルムに対するセフチ
オフルとトリスEDTAの混合剤、セフチオフルある
いはトリスEDTA単剤を用いた子宮内治療につい
て検証した。セフチオフルとトリスEDTA混合剤で
治療した牝馬５例は、いずれも効果的に感染症を
治療することができた。この結果は、セフチオフル
単剤では５例中わずか２例、トリスEDTA単剤では
５例中１例しか治療できなかったことと対照的で
あった。この研究結果から、抗生剤（セフチオフル）
と非抗生剤（トリスEDTA）の混合剤を用いること
で、子宮に形成されたバイオフィルムをより効果
的に死滅させることが確認された。
　医学および獣医学においてバイオフィルムの重
要性の理解が進むことは、診断の改善やより効果
的な治療法につながっていくであろう。幸いなこ
とに、バイオフィルムに関連するウマの細菌性子
宮内膜炎の治療に対して、現在臨床医が利用可能
な治療の選択肢はいくつかある。

連絡先：
Ryan A. Ferris, DVM, MS, Dipl. ACT 
rferris@summitequineinc.com 
Summit Equine Inc. 
Newberg, Oregon

トールフェスク‐エンドファイト（内生菌）感染の
有無および新たなエンドファイト
　トールフェスク（オニウシノケグサ）は、世界中
で最も広く生育されている多年生牧草の一つであ
り、米国だけで約3,700万エーカーを占める。トー
ルフェスクは、エンドファイト真菌の一種である
Epichloë coenophialaに感染することがある。本菌
は、宿主と共生し有益な作用をもたらすアルカロ
イドと呼ばれる化学物質を産生する。ヨーロッパ
原産であるこのトールフェスクは、1800年代に米
国にもたらされた。1931年にケンタッキー大学の
農学者であるE.N. Fergusは、ケンタッキー州メニ
フィー郡にあるSuiter 牧場においてトールフェス
クの種子を収集し、耐寒性、耐踏圧性、耐乾性に基
づいて、Kentucky 31 （KY31）として知られる品種
を作出した。しかし感染植物によって産生される、
主に麦角アルカロイドなど、アルカロイドのいく
つかは、ウマなどの草食動物に有害である。
　従来、いくつかの動物種においてフェスク中毒
に認められる内分泌異常の特徴は、血中プロラク
チン濃度の減少である。プロラクチンは脳下垂体
によって分泌され、その分泌調整は複雑であり、完
全には解明されていない。プロラクチンは、乳汁産
生、ステロイド産生（エストロゲン、プロゲステロ
ンやテストステロン）、発毛および脱毛、発情、胎子
肺表面活性物質の合成など、様々な機能系に影響
を及ぼす。重要なこととして、ステロイド合成やあ
るいは代謝の変化や胎子の副腎-下垂体系の成熟
によって、プロラクチンは胎子胎盤系にも影響を
及ぼすことがあり、このことは分娩には不可欠で
ある。プロラクチン分泌を調整する主要なものの
一つとして、視床下部から産生されるホルモンで
あるドパミンがある。ドパミンは下垂体の受容体
と相互作用し、プロラクチン分泌を抑制する。
　エルゴバリンは、トールフェスクに最も豊富に
含まれる麦角アルカロイドである。エルゴバリン
やフェスクに含まれる他のいくつかのアルカロイ
ドは、ドパミンに類似した化学構造を有し、ドパミ
ン受容体に結合することができる。そのためプロ
ラクチン分泌は減少し、分娩馬は不完全あるいは
完全な乳汁分泌不全となる。妊娠馬のKY31フェス
ク摂取に関するさらなる問題として、ホルモン濃

度の変化、妊娠期間の延長、胎盤の肥厚、胎盤の停
滞、難産、未熟子出産、子馬の体重や胎盤重量の増
加などがある。ドパミン受容体は下垂体以外に卵
巣組織や黄体などに認められてきたが、フェスク
中毒症におけるこれらの受容体の役割は完全には
解明されていない。ドンペリドン剤はKY31フェス
クに曝露された繁殖牝馬にしばしば用いられ、エ
ルゴバリンの副作用を予防あるいは拮抗する。ド
ンペリドンは、ドパミン受容体に結合して作用す
るが、プロラクチン産生を抑制せずドパミンに拮
抗し正常なプロラクチン分泌を促す。
　一般的な内生菌が感染したフェスクは、草食動
物の健康に対して悪影響を及ぼすため、内生真菌
を含まないトールフェスクの品種が確立されてき
た。これらの内生菌に感染していない品種は麦角
アルカロイドを産生せず、動物のパフォーマンス
は優れている。しかしながら、牧場での耐久性が良
くなく、あるいは他の牧草と競合できない。つい最
近、動物に対して有害なアルカロイドを産生せず、
植物に活力や耐久性をもたらす内生菌種が確立さ
れ、トールフェスクに導入されている。これらは
フェスクの新型エンドファイトと呼ばれ、これら
の中には“Jesup Max Q”、“Texoma Max QII”、
“Baroptima Plus E34”の商品名で市販されている
ものもある。つい最近、ケンタッキー大学、植物・土
壌学研究室のTim Phillips 博士によって“Lacefield 
Max QII”が発表された。全米草地リニューアルア
ライアンスは、種子会社、大学や政府機関からなる
協会であり、新型エンドファイトを含むトール
フェスクに対して信頼の置ける品種管理基準を設
けることによって規制する。例えば、アライアンス
の許可のもとに販売される全ての種子は、95%純
種でなければならず、70%は生存（活性がある）エ
ンドファイトを有していなければならない。そし
て、フェスクの多様性により動物に対してフェス
ク中毒を起こさないこと、および通常の放牧条件
下でよく定着することに対する第三者評価がなけ
ればならない。
　本記事は麦角アルカロイドのドパミン受容体へ
の作用を強調しているが、アルカロイドの中には、
アドレナリン受容体やセロトニン受容体など、他
の受容体に結合することにより、他の全身の機能

系に影響するものがあることを忘れてはならな
い。

連絡先：
Karen McDowell, PhD 
kmcd@uky.edu (859) 218-1104 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
Tim Phillips, PhD 
Department of Plant and Soil Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, KY

ウマの流産：ケンタッキー州における2016年度お
よび2017年度繁殖期の調査
　妊娠中の発育胎子の損失は、馬主、牧場労働者、
獣医師やその他多くの人たちに失望感や様々な感
情、経費などの負担を与える。獣医病理学者による
流産した胎子胎盤系の徹底した検査は、流産の原
因を究明し、流産の新たな、稀なあるいは外因性の
要因を同定し、感染性病原体の関与の除外に役立
ち、加えて流産を引き起こす様々な要因の疫学的
監視に役立つ。現在の流産の傾向を調査するため
に、2016年度と2017年度繁殖期の2年間の調査が
ケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所で実施され
た。
　以下に記載されている年月は、暦年ではなく、そ
れぞれの繁殖期におけるデータを示す。
　2016年度は570例、2017年度は328例の合計
898例のウマの流産が検査された。2016年度の繁
殖期に確認された1件の馬ヘルペスウイルス1型
による流行性流産を除いて、症例の大多数は散発
的で他との関連性がないと考えられた。妊娠初期
の流産は、2016年度繁殖期が5月、2017年度繁殖
期は6月から認められた。流産が最も多く発生し
たのは、両年度ともに3月であり、最後に発生した
のはそれぞれ2017年7月（2016年度繁殖期）およ
び2018年5月（2017年度繁殖期）であった。流産
は、感染性（2016年度55%、2017年度38%）と非感
染性（2016年度45%、2017年度62%）に分類され
た。
　胎子死亡の感染性原因は、胎盤炎やあるいは全
身感染を引き起こす細菌、ウイルス、真菌および未

同定（おそらく細菌）に起因した。胎子死亡の原因
となる最も多い感染性疾患は胎盤炎であり、2016
年度には280例（24.6%）、2017年度には102例

（20.2%）が診断された。各年度の流産の約5%が、
Streptococcus zooepidemicus およびEscherichia 
coliなどの細菌による子宮頸部を経た上行性胎盤
感染症に起因していた。ノカルジア性／ムコイド
性胎盤炎が、2016年度は145 例（12.7%）、2017年
度は27 例（5.3%）診断された。真菌性胎盤炎は、
2016年度には3例、2017年度には1例診断された。
未同定病原体による胎盤炎は、2016年度には79
例（6.9%）、2017年度には47例（9.3%）発生した。病
原体は、おそらく抗生物質の使用、慢性的な既往感
染あるいは環境中の微生物の増殖のために同定で
きなかった。レプトスピラによる流産あるいは周
産期死亡は、2016年度には5例（0.4%）、2017年度
には11例（2.2%）が診断された。2016年度には症
例の4.4%、2017年度には1.6%が胎子の細菌性敗
血症や肺炎による流産と診断された。馬ヘルペス
ウイルス1型は、この2年間において胎子から分離
同定された唯一のウイルスであり、2016年度繁殖
期には16例（1.4%）、2017年度繁殖期には10例

（2.0%）の流産あるいは周産期死亡の原因であっ
た。
　非感染性の流産の原因は散発的な事象であると
考えられた。それらには、臍帯捻転による流産

（2016年度 3.9%、2017年度7.9%）、胎子のストレ
ス（2016年度1.8%、2017年度2.0%）、胎盤の星状
部の壊死（2016年度0.5%、2017年度0.4%）、双胎
妊娠（2016年度0%、2017年度0.6%）、その他（水
腫、原因不明の組織壊死、母体のストレスや疾病; 
2016年度1.2%、2017年度2.0%）および原因不明

（2016年度14.9%、2017年度27.5%）などが含まれ
ていた。
　原因不明の流産は比較的よく発生し、依頼側と
診断医の双方に対して負担がかかる。医学および
獣医学論文によると、これらの多くは生理学的異
常（胎子の心血管疾患、低酸素症）、妊娠馬のストレ
スや疾患、自己免疫疾患、遺伝子異常、環境曝露や
内分泌異常によって起こる。これらの原因による
流産は、胎子胎盤組織による診断あるいは検査は
容易ではない。病因が不明な流産の診断は全く価

値がないわけではない。なぜなら感染性疾患や他
の流産流行の原因は簡単に除外され得るからであ
る。
　結論として、残念ながらウマの流産は依然とし
てよく起こる。感染性および非感染性の原因はと
もによく認められる。地域の家畜病性鑑定研究所
による流産した胎子胎盤系の検査は、原因の究明、
既知の流産の原因となる要因の監視や追跡、新た
な流産の要因の同定に役立つ。

連絡先：
Alan Loynachan, DVM, PhD 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY
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時事解説
　後期流産は馬生産者が直面する最も深刻な問題
の一つである。妊娠馬の世話は好きでなければで
きない仕事であり、理想的な子馬の出産のために
は、かなりの時間、労力や資金が必要となる。流産
の度に、流産を防ぐために我々に何ができ、何をす
べきだったのかという疑問が投げかけられる。
　本号では、2016年度および2017年度の繁殖期
においてケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所に
よって検査された898例のウマの流産の根底にあ
る原因についてAlan Loynachan 博士が述べてい
る。この回顧的研究は、管理方法を改善できる余地
のある領域や、馬主や生産者にとって最大の利益
をもたらすため将来我々がどの研究分野に注目す
るべきかを特定するのに重要である。よって、たと
え流産の原因が明らかであったとしても、生産牧
場が流産子馬を家畜病性鑑定研究所に送ることが
重要である。
　流産の約50%は、非感染性と診断された。これら
のほとんどは、双胎を除き、妊娠管理に関連したも
のではない。しかしながら、双胎は提供された流産
の多くを占めることはなかった。これは優れた管
理技術、すなわち妊娠初期での双胎の減胎処置に
よるものと思われる。またそれだけでなく、原因が
明らかな流産を病性鑑定研究所に提出しないとい
う馬主の怠慢を反映するように思われる。このこ
とは理解できるが、一方でこれらの流産の頻度を
正確に把握することを困難にする。
　感染性流産は供された流産の残り50%を占めて
おり、これらの症例の多くは胎盤炎であった。残念
ながら、我々は何が牝馬に胎盤炎を発症させるの
かということについてほとんど知らず、早期にお
ける正確で特異的な診断に依然として苦労してい
る。たとえそうであっても、妊娠初期の乳腺発育、
乳汁分泌および膿汁排出といった日常的なチェッ

クと同様に内分泌モニタリング、胎盤の定期的な
超音波検査など馬主が出来る早期診断に役立つ方
法がある。もし何か異常があれば、必要に応じてさ
らに検査をしたり治療を開始したりするために獣
医師を呼ぶべきである。
　胎盤炎は感染性流産の原因の大部分を占めるた
め、グルック馬研究センターのBarry Ball 博士の
研究室では、胎盤炎の原因ならびに進行に関する
理解に重点を置いて取り組んできた。遺伝子発現
の変化を調べる最先端技術を用いることによっ
て、私達は診断補助やあるいは治療の選択肢にな
るであろうと思われるいくつかのターゲットとな
り得る遺伝子を特定してきた。我々の研究結果を
確認するためには、依然としてさらなる調査が必
要であるが、胎盤炎に対処するためにより良い選
択肢を利用することが可能になると期待してい
る。
　胎膜や母体血清を含め、全ての流産子馬を家畜
病性鑑定研究所に送付することの重要性をいくら
強調しても足りない。生産者が流産胎子を提出で
きない場合、動向を把握することはより一層困難
になってしまう。さらに、新たに出現する脅威を特
定し、対応することも困難になってしまう。はっき
りとした原因がわからない流産胎子のみ提出する
ことを正当化するのは簡単であるが、馬生産業全
体の健全性は常に全ての流産胎子が提出されるか
にかかっている。

連絡先：
Shavahn Loux, PhD 
Shavahn.Loux@uky.edu 
(859) 257-4757 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

2018年第3四半期
　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。 
　南アフリカにおいて今シーズン最後に報告され
たアフリカ馬疫は、7月前半に発生した4例であっ
た。その内訳はイースタンケープ州で2例、フリー
ステイト州で1例、クワズール・ナタール州で1例
だった。
　中国で鼻疽の発生が報告された。乗馬クラブ1
施設で17頭に確認され、そのうち1頭が死亡した。
　馬インフルエンザが、コロンビア、ドイツならび
に米国で確認された。コロンビアでは、32県のう
ち16県で2700例以上が発症し、1例は死亡した。
ドイツにおける発生は、ワクチン未接種の5頭で
あった。米国では馬インフルエンザは風土病であ
り、3州で感染が確認された。
　ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、スイ
ス、英国ならびに米国では、腺疫の複数の発生が報
告された。確認された腺疫の発生件数は、ドイツお
よびスイスでそれぞれ2件、ベルギーで3件、フラ
ンスで17件、アイルランドで60件および米国で
154件であった。英国および米国では、本症は風土
病である。
　馬ヘルペスウイルス 1 型に起因する疾病が、ア
ルゼンチン、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、
日本、南アフリカ、スイスならびに米国で報告され
た。EHV-1 による呼吸器疾患が、ベルギー（11件）、
フランス（2件）、南アフリカ（1件）ならびに米国

（多くの州での発生）で確認された。EHV-1 による
流産が、アルゼンチン（15例のサラブレッドに発
生した1件。全てのウマのワクチン歴は不完全で
あった）、日本ならびに南アフリカ（各国とも1例）
で報告された。EHV-1による神経疾患が、カナダ（2
件）、ドイツおよびスイス（各国とも1例ずつ）なら
びに米国（6件でそれぞれ1例）で確認された。
　馬ヘルペスウイルス4型 (EHV-4) による呼吸器
疾患が、フランス（20件）、ドイツ（2施設で3例）な
らびに英国（7件で、そのほとんどがワクチン未接
種馬に単発症例）で報告された。 
　ドイツでは、1頭の種牡馬に馬動脈炎ウイルス
感染症が報告された。

　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、フランスならび
に米国で報告された。カナダでは、１例ずつの不顕
性感染を含む2件の発生が報告された。フランス
では1例が診断され、米国では5州で17例が確認さ
れ、そのほとんどはテキサス州におけるもので
あった。
　南アフリカでは4つの州において馬ピロプラズ
マ病の発生が報告され、確認された症例のほとん
どはハウテン州におけるものであった。
　馬伝染性子宮炎が、フランス（牝馬の臨床例1
例）およびドイツ（9施設で10例の非サラブレッド
種、そのほとんどがアイスランドホース種）で確認
された。
　サルモネラ症が、アイルランドならびに米国で
報告された。アイルランドでは、牝馬および子馬に
合計14例が発生した。米国で診断された11例のう
ち、9例が血清型 B 群サルモネラに関連していた。
米国では、馬ネオリケッチア症（ポトマック馬熱）
が報告された。本病は5州で確認され、ケンタッ
キー州で最も多く（26例）、そのうち6例が死亡し
た。
　米国では少頭数のウマがクロストリジウム
性腸炎と診断され、いずれも毒素型が未特定の
Clostridium perfringensの感染に関連していた。米
国では増殖性腸症（Lawsonia intracellularis感染
症）が1例報告された。
　2018年の第3四半期において、東部ウマ脳炎が
カナダ（9例）ならびに米国（39例）で確認され、そ
のほとんどはワクチン未接種馬であった。米国で
は、フロリダ州およびジョージア州で最も被害が
深刻だった。 
　ウエストナイルウイルス感染症が、カナダ（14
例）、フランス（6例）、ギリシャ（1例）、ドイツ（1
例）、イタリア（105例）、ルーマニア（1例）、南アフ
リカ（1例）ならびに米国（140例、主にオハイオ州
で発生）で報告された。
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州
で、ヘンドラウイルス感染症がワクチン未接種馬
1例に確認された。
　南アフリカのハウテン州で、馬脳症が1例診断
された。
 

バイオフィルムに関連する子宮内膜炎
　従来の抗生剤による治療が困難な細菌性子宮内
膜炎（子宮粘膜の感染）は、馬生産業にとって重要
な課題である。細菌性病原体の一般的な生存戦略
は、菌体外多糖類の厚い保護層によって覆われた
細菌の集合体から成る複雑で動的構造であるバイ
オフィルム（菌膜）の形成である。バイオフィルム
は、宿主の感染認識能を減少させることによって、
免疫による排除に対して抵抗力を与える。さらに、
バイオフィルムは拡散隔膜によって細菌を抗生剤
から保護し、また細菌の代謝および複製を抑制す
る微小環境を形成することにより、抗生剤に対し
てより一層耐性となる。我々は、ウマの感染性の
子宮内膜炎の実験例を用いてPseudomonas  
aeruginosaが牝馬の子宮内において、バイオフィ
ルムを形成することを明らかとした。様々な部位
でバイオフィルム形成が認められるが、ヒダの間
隙や子宮角などで最も多数の細菌の付着が認めら
れる。このことは、従来のスワブ培養はバイオフィ
ルムに関連する感染症の検出に適しておらず、少
量の子宮洗浄液が診断ツールとしてより適してい
る可能性を示唆している。子宮内膜表面と比較し
子宮腺の深部により多くの細菌が存在している。
感染を清浄化するためには、腺や組織のより深部
に浸透する治療の選択肢が必要となるであろう。
子宮内膜の生検標本において、バイオフィルムを
鏡検するためには、従来法であるホルマリン固定
ではなく、ブアン液で固定することで、子宮内膜表
面に存在するバイオフィルムの基質をより良く保
存することができる。
　バイオフィルム内に生息する細菌は、自由生活
性（浮遊している）細菌に比較して、治療に対し
1,000倍以上も治療に反応しない。医学および獣
医学において、抗生剤の単体投与の投与量の増量
あるいは投与濃度の増加では、慢性的なバイオ
フィルム感染の除去はできなかった。バイオフィ
ルムに関連する感染症における治療のゴールは、
バイオフィルムの構造体を破壊し、さらにバイオ
フィルム内に生存する細菌を死滅させることであ
る。
　グラム陰性菌（E. coli、K. pneumoniaeおよびP. 
aeruginosa）に対して、抗生剤や非抗生剤の単独投

与あるいは併用によってバイオフィルムが分散
し、さらに細菌を死滅させることが出来るかどう
かを調べるために、一連のin vitro（試験管を用いて
行うような研究室内での実験）における研究が実
施された。得られたデータからは、抗生剤および非
抗生剤が同時に投与された場合、バイオフィルム
に対してより効果的であることが示唆された。バ
イオフィルムによって保護されている細菌感染症
では、24時間毎の治療で、少なくとも72時間を要
する（すなわち混合剤の子宮内注入を24時間おき
に3日連続で実施する）。この治療プロトコルを実
施することによって、バイオフィルムは完全に破
壊され、次いで細菌は死滅する。原因菌の抗生剤に
対する自然耐性は、非抗生剤の追加のみでは制御
できないため、原因菌に対する抗生剤感受性試験
は依然として重要である。
　最近のin  v i voの研究では、Pseudomonas  
aeruginosaによるバイオフィルムに対するセフチ
オフルとトリスEDTAの混合剤、セフチオフルある
いはトリスEDTA単剤を用いた子宮内治療につい
て検証した。セフチオフルとトリスEDTA混合剤で
治療した牝馬５例は、いずれも効果的に感染症を
治療することができた。この結果は、セフチオフル
単剤では５例中わずか２例、トリスEDTA単剤では
５例中１例しか治療できなかったことと対照的で
あった。この研究結果から、抗生剤（セフチオフル）
と非抗生剤（トリスEDTA）の混合剤を用いること
で、子宮に形成されたバイオフィルムをより効果
的に死滅させることが確認された。
　医学および獣医学においてバイオフィルムの重
要性の理解が進むことは、診断の改善やより効果
的な治療法につながっていくであろう。幸いなこ
とに、バイオフィルムに関連するウマの細菌性子
宮内膜炎の治療に対して、現在臨床医が利用可能
な治療の選択肢はいくつかある。
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トールフェスク‐エンドファイト（内生菌）感染の
有無および新たなエンドファイト
　トールフェスク（オニウシノケグサ）は、世界中
で最も広く生育されている多年生牧草の一つであ
り、米国だけで約3,700万エーカーを占める。トー
ルフェスクは、エンドファイト真菌の一種である
Epichloë coenophialaに感染することがある。本菌
は、宿主と共生し有益な作用をもたらすアルカロ
イドと呼ばれる化学物質を産生する。ヨーロッパ
原産であるこのトールフェスクは、1800年代に米
国にもたらされた。1931年にケンタッキー大学の
農学者であるE.N. Fergusは、ケンタッキー州メニ
フィー郡にあるSuiter 牧場においてトールフェス
クの種子を収集し、耐寒性、耐踏圧性、耐乾性に基
づいて、Kentucky 31 （KY31）として知られる品種
を作出した。しかし感染植物によって産生される、
主に麦角アルカロイドなど、アルカロイドのいく
つかは、ウマなどの草食動物に有害である。
　従来、いくつかの動物種においてフェスク中毒
に認められる内分泌異常の特徴は、血中プロラク
チン濃度の減少である。プロラクチンは脳下垂体
によって分泌され、その分泌調整は複雑であり、完
全には解明されていない。プロラクチンは、乳汁産
生、ステロイド産生（エストロゲン、プロゲステロ
ンやテストステロン）、発毛および脱毛、発情、胎子
肺表面活性物質の合成など、様々な機能系に影響
を及ぼす。重要なこととして、ステロイド合成やあ
るいは代謝の変化や胎子の副腎-下垂体系の成熟
によって、プロラクチンは胎子胎盤系にも影響を
及ぼすことがあり、このことは分娩には不可欠で
ある。プロラクチン分泌を調整する主要なものの
一つとして、視床下部から産生されるホルモンで
あるドパミンがある。ドパミンは下垂体の受容体
と相互作用し、プロラクチン分泌を抑制する。
　エルゴバリンは、トールフェスクに最も豊富に
含まれる麦角アルカロイドである。エルゴバリン
やフェスクに含まれる他のいくつかのアルカロイ
ドは、ドパミンに類似した化学構造を有し、ドパミ
ン受容体に結合することができる。そのためプロ
ラクチン分泌は減少し、分娩馬は不完全あるいは
完全な乳汁分泌不全となる。妊娠馬のKY31フェス
ク摂取に関するさらなる問題として、ホルモン濃

度の変化、妊娠期間の延長、胎盤の肥厚、胎盤の停
滞、難産、未熟子出産、子馬の体重や胎盤重量の増
加などがある。ドパミン受容体は下垂体以外に卵
巣組織や黄体などに認められてきたが、フェスク
中毒症におけるこれらの受容体の役割は完全には
解明されていない。ドンペリドン剤はKY31フェス
クに曝露された繁殖牝馬にしばしば用いられ、エ
ルゴバリンの副作用を予防あるいは拮抗する。ド
ンペリドンは、ドパミン受容体に結合して作用す
るが、プロラクチン産生を抑制せずドパミンに拮
抗し正常なプロラクチン分泌を促す。
　一般的な内生菌が感染したフェスクは、草食動
物の健康に対して悪影響を及ぼすため、内生真菌
を含まないトールフェスクの品種が確立されてき
た。これらの内生菌に感染していない品種は麦角
アルカロイドを産生せず、動物のパフォーマンス
は優れている。しかしながら、牧場での耐久性が良
くなく、あるいは他の牧草と競合できない。つい最
近、動物に対して有害なアルカロイドを産生せず、
植物に活力や耐久性をもたらす内生菌種が確立さ
れ、トールフェスクに導入されている。これらは
フェスクの新型エンドファイトと呼ばれ、これら
の中には“Jesup Max Q”、“Texoma Max QII”、
“Baroptima Plus E34”の商品名で市販されている
ものもある。つい最近、ケンタッキー大学、植物・土
壌学研究室のTim Phillips 博士によって“Lacefield 
Max QII”が発表された。全米草地リニューアルア
ライアンスは、種子会社、大学や政府機関からなる
協会であり、新型エンドファイトを含むトール
フェスクに対して信頼の置ける品種管理基準を設
けることによって規制する。例えば、アライアンス
の許可のもとに販売される全ての種子は、95%純
種でなければならず、70%は生存（活性がある）エ
ンドファイトを有していなければならない。そし
て、フェスクの多様性により動物に対してフェス
ク中毒を起こさないこと、および通常の放牧条件
下でよく定着することに対する第三者評価がなけ
ればならない。
　本記事は麦角アルカロイドのドパミン受容体へ
の作用を強調しているが、アルカロイドの中には、
アドレナリン受容体やセロトニン受容体など、他
の受容体に結合することにより、他の全身の機能

系に影響するものがあることを忘れてはならな
い。
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ウマの流産：ケンタッキー州における2016年度お
よび2017年度繁殖期の調査
　妊娠中の発育胎子の損失は、馬主、牧場労働者、
獣医師やその他多くの人たちに失望感や様々な感
情、経費などの負担を与える。獣医病理学者による
流産した胎子胎盤系の徹底した検査は、流産の原
因を究明し、流産の新たな、稀なあるいは外因性の
要因を同定し、感染性病原体の関与の除外に役立
ち、加えて流産を引き起こす様々な要因の疫学的
監視に役立つ。現在の流産の傾向を調査するため
に、2016年度と2017年度繁殖期の2年間の調査が
ケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所で実施され
た。
　以下に記載されている年月は、暦年ではなく、そ
れぞれの繁殖期におけるデータを示す。
　2016年度は570例、2017年度は328例の合計
898例のウマの流産が検査された。2016年度の繁
殖期に確認された1件の馬ヘルペスウイルス1型
による流行性流産を除いて、症例の大多数は散発
的で他との関連性がないと考えられた。妊娠初期
の流産は、2016年度繁殖期が5月、2017年度繁殖
期は6月から認められた。流産が最も多く発生し
たのは、両年度ともに3月であり、最後に発生した
のはそれぞれ2017年7月（2016年度繁殖期）およ
び2018年5月（2017年度繁殖期）であった。流産
は、感染性（2016年度55%、2017年度38%）と非感
染性（2016年度45%、2017年度62%）に分類され
た。
　胎子死亡の感染性原因は、胎盤炎やあるいは全
身感染を引き起こす細菌、ウイルス、真菌および未

同定（おそらく細菌）に起因した。胎子死亡の原因
となる最も多い感染性疾患は胎盤炎であり、2016
年度には280例（24.6%）、2017年度には102例

（20.2%）が診断された。各年度の流産の約5%が、
Streptococcus zooepidemicus およびEscherichia 
coliなどの細菌による子宮頸部を経た上行性胎盤
感染症に起因していた。ノカルジア性／ムコイド
性胎盤炎が、2016年度は145 例（12.7%）、2017年
度は27 例（5.3%）診断された。真菌性胎盤炎は、
2016年度には3例、2017年度には1例診断された。
未同定病原体による胎盤炎は、2016年度には79
例（6.9%）、2017年度には47例（9.3%）発生した。病
原体は、おそらく抗生物質の使用、慢性的な既往感
染あるいは環境中の微生物の増殖のために同定で
きなかった。レプトスピラによる流産あるいは周
産期死亡は、2016年度には5例（0.4%）、2017年度
には11例（2.2%）が診断された。2016年度には症
例の4.4%、2017年度には1.6%が胎子の細菌性敗
血症や肺炎による流産と診断された。馬ヘルペス
ウイルス1型は、この2年間において胎子から分離
同定された唯一のウイルスであり、2016年度繁殖
期には16例（1.4%）、2017年度繁殖期には10例

（2.0%）の流産あるいは周産期死亡の原因であっ
た。
　非感染性の流産の原因は散発的な事象であると
考えられた。それらには、臍帯捻転による流産

（2016年度 3.9%、2017年度7.9%）、胎子のストレ
ス（2016年度1.8%、2017年度2.0%）、胎盤の星状
部の壊死（2016年度0.5%、2017年度0.4%）、双胎
妊娠（2016年度0%、2017年度0.6%）、その他（水
腫、原因不明の組織壊死、母体のストレスや疾病; 
2016年度1.2%、2017年度2.0%）および原因不明

（2016年度14.9%、2017年度27.5%）などが含まれ
ていた。
　原因不明の流産は比較的よく発生し、依頼側と
診断医の双方に対して負担がかかる。医学および
獣医学論文によると、これらの多くは生理学的異
常（胎子の心血管疾患、低酸素症）、妊娠馬のストレ
スや疾患、自己免疫疾患、遺伝子異常、環境曝露や
内分泌異常によって起こる。これらの原因による
流産は、胎子胎盤組織による診断あるいは検査は
容易ではない。病因が不明な流産の診断は全く価

値がないわけではない。なぜなら感染性疾患や他
の流産流行の原因は簡単に除外され得るからであ
る。
　結論として、残念ながらウマの流産は依然とし
てよく起こる。感染性および非感染性の原因はと
もによく認められる。地域の家畜病性鑑定研究所
による流産した胎子胎盤系の検査は、原因の究明、
既知の流産の原因となる要因の監視や追跡、新た
な流産の要因の同定に役立つ。

連絡先：
Alan Loynachan, DVM, PhD 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY
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時事解説
　後期流産は馬生産者が直面する最も深刻な問題
の一つである。妊娠馬の世話は好きでなければで
きない仕事であり、理想的な子馬の出産のために
は、かなりの時間、労力や資金が必要となる。流産
の度に、流産を防ぐために我々に何ができ、何をす
べきだったのかという疑問が投げかけられる。
　本号では、2016年度および2017年度の繁殖期
においてケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所に
よって検査された898例のウマの流産の根底にあ
る原因についてAlan Loynachan 博士が述べてい
る。この回顧的研究は、管理方法を改善できる余地
のある領域や、馬主や生産者にとって最大の利益
をもたらすため将来我々がどの研究分野に注目す
るべきかを特定するのに重要である。よって、たと
え流産の原因が明らかであったとしても、生産牧
場が流産子馬を家畜病性鑑定研究所に送ることが
重要である。
　流産の約50%は、非感染性と診断された。これら
のほとんどは、双胎を除き、妊娠管理に関連したも
のではない。しかしながら、双胎は提供された流産
の多くを占めることはなかった。これは優れた管
理技術、すなわち妊娠初期での双胎の減胎処置に
よるものと思われる。またそれだけでなく、原因が
明らかな流産を病性鑑定研究所に提出しないとい
う馬主の怠慢を反映するように思われる。このこ
とは理解できるが、一方でこれらの流産の頻度を
正確に把握することを困難にする。
　感染性流産は供された流産の残り50%を占めて
おり、これらの症例の多くは胎盤炎であった。残念
ながら、我々は何が牝馬に胎盤炎を発症させるの
かということについてほとんど知らず、早期にお
ける正確で特異的な診断に依然として苦労してい
る。たとえそうであっても、妊娠初期の乳腺発育、
乳汁分泌および膿汁排出といった日常的なチェッ

クと同様に内分泌モニタリング、胎盤の定期的な
超音波検査など馬主が出来る早期診断に役立つ方
法がある。もし何か異常があれば、必要に応じてさ
らに検査をしたり治療を開始したりするために獣
医師を呼ぶべきである。
　胎盤炎は感染性流産の原因の大部分を占めるた
め、グルック馬研究センターのBarry Ball 博士の
研究室では、胎盤炎の原因ならびに進行に関する
理解に重点を置いて取り組んできた。遺伝子発現
の変化を調べる最先端技術を用いることによっ
て、私達は診断補助やあるいは治療の選択肢にな
るであろうと思われるいくつかのターゲットとな
り得る遺伝子を特定してきた。我々の研究結果を
確認するためには、依然としてさらなる調査が必
要であるが、胎盤炎に対処するためにより良い選
択肢を利用することが可能になると期待してい
る。
　胎膜や母体血清を含め、全ての流産子馬を家畜
病性鑑定研究所に送付することの重要性をいくら
強調しても足りない。生産者が流産胎子を提出で
きない場合、動向を把握することはより一層困難
になってしまう。さらに、新たに出現する脅威を特
定し、対応することも困難になってしまう。はっき
りとした原因がわからない流産胎子のみ提出する
ことを正当化するのは簡単であるが、馬生産業全
体の健全性は常に全ての流産胎子が提出されるか
にかかっている。

連絡先：
Shavahn Loux, PhD 
Shavahn.Loux@uky.edu 
(859) 257-4757 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

2018年第3四半期
　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。 
　南アフリカにおいて今シーズン最後に報告され
たアフリカ馬疫は、7月前半に発生した4例であっ
た。その内訳はイースタンケープ州で2例、フリー
ステイト州で1例、クワズール・ナタール州で1例
だった。
　中国で鼻疽の発生が報告された。乗馬クラブ1
施設で17頭に確認され、そのうち1頭が死亡した。
　馬インフルエンザが、コロンビア、ドイツならび
に米国で確認された。コロンビアでは、32県のう
ち16県で2700例以上が発症し、1例は死亡した。
ドイツにおける発生は、ワクチン未接種の5頭で
あった。米国では馬インフルエンザは風土病であ
り、3州で感染が確認された。
　ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、スイ
ス、英国ならびに米国では、腺疫の複数の発生が報
告された。確認された腺疫の発生件数は、ドイツお
よびスイスでそれぞれ2件、ベルギーで3件、フラ
ンスで17件、アイルランドで60件および米国で
154件であった。英国および米国では、本症は風土
病である。
　馬ヘルペスウイルス 1 型に起因する疾病が、ア
ルゼンチン、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、
日本、南アフリカ、スイスならびに米国で報告され
た。EHV-1 による呼吸器疾患が、ベルギー（11件）、
フランス（2件）、南アフリカ（1件）ならびに米国

（多くの州での発生）で確認された。EHV-1 による
流産が、アルゼンチン（15例のサラブレッドに発
生した1件。全てのウマのワクチン歴は不完全で
あった）、日本ならびに南アフリカ（各国とも1例）
で報告された。EHV-1による神経疾患が、カナダ（2
件）、ドイツおよびスイス（各国とも1例ずつ）なら
びに米国（6件でそれぞれ1例）で確認された。
　馬ヘルペスウイルス4型 (EHV-4) による呼吸器
疾患が、フランス（20件）、ドイツ（2施設で3例）な
らびに英国（7件で、そのほとんどがワクチン未接
種馬に単発症例）で報告された。 
　ドイツでは、1頭の種牡馬に馬動脈炎ウイルス
感染症が報告された。

　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、フランスならび
に米国で報告された。カナダでは、１例ずつの不顕
性感染を含む2件の発生が報告された。フランス
では1例が診断され、米国では5州で17例が確認さ
れ、そのほとんどはテキサス州におけるもので
あった。
　南アフリカでは4つの州において馬ピロプラズ
マ病の発生が報告され、確認された症例のほとん
どはハウテン州におけるものであった。
　馬伝染性子宮炎が、フランス（牝馬の臨床例1
例）およびドイツ（9施設で10例の非サラブレッド
種、そのほとんどがアイスランドホース種）で確認
された。
　サルモネラ症が、アイルランドならびに米国で
報告された。アイルランドでは、牝馬および子馬に
合計14例が発生した。米国で診断された11例のう
ち、9例が血清型 B 群サルモネラに関連していた。
米国では、馬ネオリケッチア症（ポトマック馬熱）
が報告された。本病は5州で確認され、ケンタッ
キー州で最も多く（26例）、そのうち6例が死亡し
た。
　米国では少頭数のウマがクロストリジウム
性腸炎と診断され、いずれも毒素型が未特定の
Clostridium perfringensの感染に関連していた。米
国では増殖性腸症（Lawsonia intracellularis感染
症）が1例報告された。
　2018年の第3四半期において、東部ウマ脳炎が
カナダ（9例）ならびに米国（39例）で確認され、そ
のほとんどはワクチン未接種馬であった。米国で
は、フロリダ州およびジョージア州で最も被害が
深刻だった。 
　ウエストナイルウイルス感染症が、カナダ（14
例）、フランス（6例）、ギリシャ（1例）、ドイツ（1
例）、イタリア（105例）、ルーマニア（1例）、南アフ
リカ（1例）ならびに米国（140例、主にオハイオ州
で発生）で報告された。
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州
で、ヘンドラウイルス感染症がワクチン未接種馬
1例に確認された。
　南アフリカのハウテン州で、馬脳症が1例診断
された。
 

バイオフィルムに関連する子宮内膜炎
　従来の抗生剤による治療が困難な細菌性子宮内
膜炎（子宮粘膜の感染）は、馬生産業にとって重要
な課題である。細菌性病原体の一般的な生存戦略
は、菌体外多糖類の厚い保護層によって覆われた
細菌の集合体から成る複雑で動的構造であるバイ
オフィルム（菌膜）の形成である。バイオフィルム
は、宿主の感染認識能を減少させることによって、
免疫による排除に対して抵抗力を与える。さらに、
バイオフィルムは拡散隔膜によって細菌を抗生剤
から保護し、また細菌の代謝および複製を抑制す
る微小環境を形成することにより、抗生剤に対し
てより一層耐性となる。我々は、ウマの感染性の
子宮内膜炎の実験例を用いてPseudomonas  
aeruginosaが牝馬の子宮内において、バイオフィ
ルムを形成することを明らかとした。様々な部位
でバイオフィルム形成が認められるが、ヒダの間
隙や子宮角などで最も多数の細菌の付着が認めら
れる。このことは、従来のスワブ培養はバイオフィ
ルムに関連する感染症の検出に適しておらず、少
量の子宮洗浄液が診断ツールとしてより適してい
る可能性を示唆している。子宮内膜表面と比較し
子宮腺の深部により多くの細菌が存在している。
感染を清浄化するためには、腺や組織のより深部
に浸透する治療の選択肢が必要となるであろう。
子宮内膜の生検標本において、バイオフィルムを
鏡検するためには、従来法であるホルマリン固定
ではなく、ブアン液で固定することで、子宮内膜表
面に存在するバイオフィルムの基質をより良く保
存することができる。
　バイオフィルム内に生息する細菌は、自由生活
性（浮遊している）細菌に比較して、治療に対し
1,000倍以上も治療に反応しない。医学および獣
医学において、抗生剤の単体投与の投与量の増量
あるいは投与濃度の増加では、慢性的なバイオ
フィルム感染の除去はできなかった。バイオフィ
ルムに関連する感染症における治療のゴールは、
バイオフィルムの構造体を破壊し、さらにバイオ
フィルム内に生存する細菌を死滅させることであ
る。
　グラム陰性菌（E. coli、K. pneumoniaeおよびP. 
aeruginosa）に対して、抗生剤や非抗生剤の単独投

与あるいは併用によってバイオフィルムが分散
し、さらに細菌を死滅させることが出来るかどう
かを調べるために、一連のin vitro（試験管を用いて
行うような研究室内での実験）における研究が実
施された。得られたデータからは、抗生剤および非
抗生剤が同時に投与された場合、バイオフィルム
に対してより効果的であることが示唆された。バ
イオフィルムによって保護されている細菌感染症
では、24時間毎の治療で、少なくとも72時間を要
する（すなわち混合剤の子宮内注入を24時間おき
に3日連続で実施する）。この治療プロトコルを実
施することによって、バイオフィルムは完全に破
壊され、次いで細菌は死滅する。原因菌の抗生剤に
対する自然耐性は、非抗生剤の追加のみでは制御
できないため、原因菌に対する抗生剤感受性試験
は依然として重要である。
　最近のin  v i voの研究では、Pseudomonas  
aeruginosaによるバイオフィルムに対するセフチ
オフルとトリスEDTAの混合剤、セフチオフルある
いはトリスEDTA単剤を用いた子宮内治療につい
て検証した。セフチオフルとトリスEDTA混合剤で
治療した牝馬５例は、いずれも効果的に感染症を
治療することができた。この結果は、セフチオフル
単剤では５例中わずか２例、トリスEDTA単剤では
５例中１例しか治療できなかったことと対照的で
あった。この研究結果から、抗生剤（セフチオフル）
と非抗生剤（トリスEDTA）の混合剤を用いること
で、子宮に形成されたバイオフィルムをより効果
的に死滅させることが確認された。
　医学および獣医学においてバイオフィルムの重
要性の理解が進むことは、診断の改善やより効果
的な治療法につながっていくであろう。幸いなこ
とに、バイオフィルムに関連するウマの細菌性子
宮内膜炎の治療に対して、現在臨床医が利用可能
な治療の選択肢はいくつかある。

連絡先：
Ryan A. Ferris, DVM, MS, Dipl. ACT 
rferris@summitequineinc.com 
Summit Equine Inc. 
Newberg, Oregon

トールフェスク‐エンドファイト（内生菌）感染の
有無および新たなエンドファイト
　トールフェスク（オニウシノケグサ）は、世界中
で最も広く生育されている多年生牧草の一つであ
り、米国だけで約3,700万エーカーを占める。トー
ルフェスクは、エンドファイト真菌の一種である
Epichloë coenophialaに感染することがある。本菌
は、宿主と共生し有益な作用をもたらすアルカロ
イドと呼ばれる化学物質を産生する。ヨーロッパ
原産であるこのトールフェスクは、1800年代に米
国にもたらされた。1931年にケンタッキー大学の
農学者であるE.N. Fergusは、ケンタッキー州メニ
フィー郡にあるSuiter 牧場においてトールフェス
クの種子を収集し、耐寒性、耐踏圧性、耐乾性に基
づいて、Kentucky 31 （KY31）として知られる品種
を作出した。しかし感染植物によって産生される、
主に麦角アルカロイドなど、アルカロイドのいく
つかは、ウマなどの草食動物に有害である。
　従来、いくつかの動物種においてフェスク中毒
に認められる内分泌異常の特徴は、血中プロラク
チン濃度の減少である。プロラクチンは脳下垂体
によって分泌され、その分泌調整は複雑であり、完
全には解明されていない。プロラクチンは、乳汁産
生、ステロイド産生（エストロゲン、プロゲステロ
ンやテストステロン）、発毛および脱毛、発情、胎子
肺表面活性物質の合成など、様々な機能系に影響
を及ぼす。重要なこととして、ステロイド合成やあ
るいは代謝の変化や胎子の副腎-下垂体系の成熟
によって、プロラクチンは胎子胎盤系にも影響を
及ぼすことがあり、このことは分娩には不可欠で
ある。プロラクチン分泌を調整する主要なものの
一つとして、視床下部から産生されるホルモンで
あるドパミンがある。ドパミンは下垂体の受容体
と相互作用し、プロラクチン分泌を抑制する。
　エルゴバリンは、トールフェスクに最も豊富に
含まれる麦角アルカロイドである。エルゴバリン
やフェスクに含まれる他のいくつかのアルカロイ
ドは、ドパミンに類似した化学構造を有し、ドパミ
ン受容体に結合することができる。そのためプロ
ラクチン分泌は減少し、分娩馬は不完全あるいは
完全な乳汁分泌不全となる。妊娠馬のKY31フェス
ク摂取に関するさらなる問題として、ホルモン濃

度の変化、妊娠期間の延長、胎盤の肥厚、胎盤の停
滞、難産、未熟子出産、子馬の体重や胎盤重量の増
加などがある。ドパミン受容体は下垂体以外に卵
巣組織や黄体などに認められてきたが、フェスク
中毒症におけるこれらの受容体の役割は完全には
解明されていない。ドンペリドン剤はKY31フェス
クに曝露された繁殖牝馬にしばしば用いられ、エ
ルゴバリンの副作用を予防あるいは拮抗する。ド
ンペリドンは、ドパミン受容体に結合して作用す
るが、プロラクチン産生を抑制せずドパミンに拮
抗し正常なプロラクチン分泌を促す。
　一般的な内生菌が感染したフェスクは、草食動
物の健康に対して悪影響を及ぼすため、内生真菌
を含まないトールフェスクの品種が確立されてき
た。これらの内生菌に感染していない品種は麦角
アルカロイドを産生せず、動物のパフォーマンス
は優れている。しかしながら、牧場での耐久性が良
くなく、あるいは他の牧草と競合できない。つい最
近、動物に対して有害なアルカロイドを産生せず、
植物に活力や耐久性をもたらす内生菌種が確立さ
れ、トールフェスクに導入されている。これらは
フェスクの新型エンドファイトと呼ばれ、これら
の中には“Jesup Max Q”、“Texoma Max QII”、
“Baroptima Plus E34”の商品名で市販されている
ものもある。つい最近、ケンタッキー大学、植物・土
壌学研究室のTim Phillips 博士によって“Lacefield 
Max QII”が発表された。全米草地リニューアルア
ライアンスは、種子会社、大学や政府機関からなる
協会であり、新型エンドファイトを含むトール
フェスクに対して信頼の置ける品種管理基準を設
けることによって規制する。例えば、アライアンス
の許可のもとに販売される全ての種子は、95%純
種でなければならず、70%は生存（活性がある）エ
ンドファイトを有していなければならない。そし
て、フェスクの多様性により動物に対してフェス
ク中毒を起こさないこと、および通常の放牧条件
下でよく定着することに対する第三者評価がなけ
ればならない。
　本記事は麦角アルカロイドのドパミン受容体へ
の作用を強調しているが、アルカロイドの中には、
アドレナリン受容体やセロトニン受容体など、他
の受容体に結合することにより、他の全身の機能

系に影響するものがあることを忘れてはならな
い。

連絡先：
Karen McDowell, PhD 
kmcd@uky.edu (859) 218-1104 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
Tim Phillips, PhD 
Department of Plant and Soil Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, KY

ウマの流産：ケンタッキー州における2016年度お
よび2017年度繁殖期の調査
　妊娠中の発育胎子の損失は、馬主、牧場労働者、
獣医師やその他多くの人たちに失望感や様々な感
情、経費などの負担を与える。獣医病理学者による
流産した胎子胎盤系の徹底した検査は、流産の原
因を究明し、流産の新たな、稀なあるいは外因性の
要因を同定し、感染性病原体の関与の除外に役立
ち、加えて流産を引き起こす様々な要因の疫学的
監視に役立つ。現在の流産の傾向を調査するため
に、2016年度と2017年度繁殖期の2年間の調査が
ケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所で実施され
た。
　以下に記載されている年月は、暦年ではなく、そ
れぞれの繁殖期におけるデータを示す。
　2016年度は570例、2017年度は328例の合計
898例のウマの流産が検査された。2016年度の繁
殖期に確認された1件の馬ヘルペスウイルス1型
による流行性流産を除いて、症例の大多数は散発
的で他との関連性がないと考えられた。妊娠初期
の流産は、2016年度繁殖期が5月、2017年度繁殖
期は6月から認められた。流産が最も多く発生し
たのは、両年度ともに3月であり、最後に発生した
のはそれぞれ2017年7月（2016年度繁殖期）およ
び2018年5月（2017年度繁殖期）であった。流産
は、感染性（2016年度55%、2017年度38%）と非感
染性（2016年度45%、2017年度62%）に分類され
た。
　胎子死亡の感染性原因は、胎盤炎やあるいは全
身感染を引き起こす細菌、ウイルス、真菌および未

同定（おそらく細菌）に起因した。胎子死亡の原因
となる最も多い感染性疾患は胎盤炎であり、2016
年度には280例（24.6%）、2017年度には102例

（20.2%）が診断された。各年度の流産の約5%が、
Streptococcus zooepidemicus およびEscherichia 
coliなどの細菌による子宮頸部を経た上行性胎盤
感染症に起因していた。ノカルジア性／ムコイド
性胎盤炎が、2016年度は145 例（12.7%）、2017年
度は27 例（5.3%）診断された。真菌性胎盤炎は、
2016年度には3例、2017年度には1例診断された。
未同定病原体による胎盤炎は、2016年度には79
例（6.9%）、2017年度には47例（9.3%）発生した。病
原体は、おそらく抗生物質の使用、慢性的な既往感
染あるいは環境中の微生物の増殖のために同定で
きなかった。レプトスピラによる流産あるいは周
産期死亡は、2016年度には5例（0.4%）、2017年度
には11例（2.2%）が診断された。2016年度には症
例の4.4%、2017年度には1.6%が胎子の細菌性敗
血症や肺炎による流産と診断された。馬ヘルペス
ウイルス1型は、この2年間において胎子から分離
同定された唯一のウイルスであり、2016年度繁殖
期には16例（1.4%）、2017年度繁殖期には10例

（2.0%）の流産あるいは周産期死亡の原因であっ
た。
　非感染性の流産の原因は散発的な事象であると
考えられた。それらには、臍帯捻転による流産

（2016年度 3.9%、2017年度7.9%）、胎子のストレ
ス（2016年度1.8%、2017年度2.0%）、胎盤の星状
部の壊死（2016年度0.5%、2017年度0.4%）、双胎
妊娠（2016年度0%、2017年度0.6%）、その他（水
腫、原因不明の組織壊死、母体のストレスや疾病; 
2016年度1.2%、2017年度2.0%）および原因不明

（2016年度14.9%、2017年度27.5%）などが含まれ
ていた。
　原因不明の流産は比較的よく発生し、依頼側と
診断医の双方に対して負担がかかる。医学および
獣医学論文によると、これらの多くは生理学的異
常（胎子の心血管疾患、低酸素症）、妊娠馬のストレ
スや疾患、自己免疫疾患、遺伝子異常、環境曝露や
内分泌異常によって起こる。これらの原因による
流産は、胎子胎盤組織による診断あるいは検査は
容易ではない。病因が不明な流産の診断は全く価

値がないわけではない。なぜなら感染性疾患や他
の流産流行の原因は簡単に除外され得るからであ
る。
　結論として、残念ながらウマの流産は依然とし
てよく起こる。感染性および非感染性の原因はと
もによく認められる。地域の家畜病性鑑定研究所
による流産した胎子胎盤系の検査は、原因の究明、
既知の流産の原因となる要因の監視や追跡、新た
な流産の要因の同定に役立つ。

連絡先：
Alan Loynachan, DVM, PhD 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY
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時事解説
　後期流産は馬生産者が直面する最も深刻な問題
の一つである。妊娠馬の世話は好きでなければで
きない仕事であり、理想的な子馬の出産のために
は、かなりの時間、労力や資金が必要となる。流産
の度に、流産を防ぐために我々に何ができ、何をす
べきだったのかという疑問が投げかけられる。
　本号では、2016年度および2017年度の繁殖期
においてケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所に
よって検査された898例のウマの流産の根底にあ
る原因についてAlan Loynachan 博士が述べてい
る。この回顧的研究は、管理方法を改善できる余地
のある領域や、馬主や生産者にとって最大の利益
をもたらすため将来我々がどの研究分野に注目す
るべきかを特定するのに重要である。よって、たと
え流産の原因が明らかであったとしても、生産牧
場が流産子馬を家畜病性鑑定研究所に送ることが
重要である。
　流産の約50%は、非感染性と診断された。これら
のほとんどは、双胎を除き、妊娠管理に関連したも
のではない。しかしながら、双胎は提供された流産
の多くを占めることはなかった。これは優れた管
理技術、すなわち妊娠初期での双胎の減胎処置に
よるものと思われる。またそれだけでなく、原因が
明らかな流産を病性鑑定研究所に提出しないとい
う馬主の怠慢を反映するように思われる。このこ
とは理解できるが、一方でこれらの流産の頻度を
正確に把握することを困難にする。
　感染性流産は供された流産の残り50%を占めて
おり、これらの症例の多くは胎盤炎であった。残念
ながら、我々は何が牝馬に胎盤炎を発症させるの
かということについてほとんど知らず、早期にお
ける正確で特異的な診断に依然として苦労してい
る。たとえそうであっても、妊娠初期の乳腺発育、
乳汁分泌および膿汁排出といった日常的なチェッ

クと同様に内分泌モニタリング、胎盤の定期的な
超音波検査など馬主が出来る早期診断に役立つ方
法がある。もし何か異常があれば、必要に応じてさ
らに検査をしたり治療を開始したりするために獣
医師を呼ぶべきである。
　胎盤炎は感染性流産の原因の大部分を占めるた
め、グルック馬研究センターのBarry Ball 博士の
研究室では、胎盤炎の原因ならびに進行に関する
理解に重点を置いて取り組んできた。遺伝子発現
の変化を調べる最先端技術を用いることによっ
て、私達は診断補助やあるいは治療の選択肢にな
るであろうと思われるいくつかのターゲットとな
り得る遺伝子を特定してきた。我々の研究結果を
確認するためには、依然としてさらなる調査が必
要であるが、胎盤炎に対処するためにより良い選
択肢を利用することが可能になると期待してい
る。
　胎膜や母体血清を含め、全ての流産子馬を家畜
病性鑑定研究所に送付することの重要性をいくら
強調しても足りない。生産者が流産胎子を提出で
きない場合、動向を把握することはより一層困難
になってしまう。さらに、新たに出現する脅威を特
定し、対応することも困難になってしまう。はっき
りとした原因がわからない流産胎子のみ提出する
ことを正当化するのは簡単であるが、馬生産業全
体の健全性は常に全ての流産胎子が提出されるか
にかかっている。

連絡先：
Shavahn Loux, PhD 
Shavahn.Loux@uky.edu 
(859) 257-4757 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

2018年第3四半期
　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。 
　南アフリカにおいて今シーズン最後に報告され
たアフリカ馬疫は、7月前半に発生した4例であっ
た。その内訳はイースタンケープ州で2例、フリー
ステイト州で1例、クワズール・ナタール州で1例
だった。
　中国で鼻疽の発生が報告された。乗馬クラブ1
施設で17頭に確認され、そのうち1頭が死亡した。
　馬インフルエンザが、コロンビア、ドイツならび
に米国で確認された。コロンビアでは、32県のう
ち16県で2700例以上が発症し、1例は死亡した。
ドイツにおける発生は、ワクチン未接種の5頭で
あった。米国では馬インフルエンザは風土病であ
り、3州で感染が確認された。
　ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、スイ
ス、英国ならびに米国では、腺疫の複数の発生が報
告された。確認された腺疫の発生件数は、ドイツお
よびスイスでそれぞれ2件、ベルギーで3件、フラ
ンスで17件、アイルランドで60件および米国で
154件であった。英国および米国では、本症は風土
病である。
　馬ヘルペスウイルス 1 型に起因する疾病が、ア
ルゼンチン、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、
日本、南アフリカ、スイスならびに米国で報告され
た。EHV-1 による呼吸器疾患が、ベルギー（11件）、
フランス（2件）、南アフリカ（1件）ならびに米国

（多くの州での発生）で確認された。EHV-1 による
流産が、アルゼンチン（15例のサラブレッドに発
生した1件。全てのウマのワクチン歴は不完全で
あった）、日本ならびに南アフリカ（各国とも1例）
で報告された。EHV-1による神経疾患が、カナダ（2
件）、ドイツおよびスイス（各国とも1例ずつ）なら
びに米国（6件でそれぞれ1例）で確認された。
　馬ヘルペスウイルス4型 (EHV-4) による呼吸器
疾患が、フランス（20件）、ドイツ（2施設で3例）な
らびに英国（7件で、そのほとんどがワクチン未接
種馬に単発症例）で報告された。 
　ドイツでは、1頭の種牡馬に馬動脈炎ウイルス
感染症が報告された。

　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、フランスならび
に米国で報告された。カナダでは、１例ずつの不顕
性感染を含む2件の発生が報告された。フランス
では1例が診断され、米国では5州で17例が確認さ
れ、そのほとんどはテキサス州におけるもので
あった。
　南アフリカでは4つの州において馬ピロプラズ
マ病の発生が報告され、確認された症例のほとん
どはハウテン州におけるものであった。
　馬伝染性子宮炎が、フランス（牝馬の臨床例1
例）およびドイツ（9施設で10例の非サラブレッド
種、そのほとんどがアイスランドホース種）で確認
された。
　サルモネラ症が、アイルランドならびに米国で
報告された。アイルランドでは、牝馬および子馬に
合計14例が発生した。米国で診断された11例のう
ち、9例が血清型 B 群サルモネラに関連していた。
米国では、馬ネオリケッチア症（ポトマック馬熱）
が報告された。本病は5州で確認され、ケンタッ
キー州で最も多く（26例）、そのうち6例が死亡し
た。
　米国では少頭数のウマがクロストリジウム
性腸炎と診断され、いずれも毒素型が未特定の
Clostridium perfringensの感染に関連していた。米
国では増殖性腸症（Lawsonia intracellularis感染
症）が1例報告された。
　2018年の第3四半期において、東部ウマ脳炎が
カナダ（9例）ならびに米国（39例）で確認され、そ
のほとんどはワクチン未接種馬であった。米国で
は、フロリダ州およびジョージア州で最も被害が
深刻だった。 
　ウエストナイルウイルス感染症が、カナダ（14
例）、フランス（6例）、ギリシャ（1例）、ドイツ（1
例）、イタリア（105例）、ルーマニア（1例）、南アフ
リカ（1例）ならびに米国（140例、主にオハイオ州
で発生）で報告された。
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州
で、ヘンドラウイルス感染症がワクチン未接種馬
1例に確認された。
　南アフリカのハウテン州で、馬脳症が1例診断
された。
 

バイオフィルムに関連する子宮内膜炎
　従来の抗生剤による治療が困難な細菌性子宮内
膜炎（子宮粘膜の感染）は、馬生産業にとって重要
な課題である。細菌性病原体の一般的な生存戦略
は、菌体外多糖類の厚い保護層によって覆われた
細菌の集合体から成る複雑で動的構造であるバイ
オフィルム（菌膜）の形成である。バイオフィルム
は、宿主の感染認識能を減少させることによって、
免疫による排除に対して抵抗力を与える。さらに、
バイオフィルムは拡散隔膜によって細菌を抗生剤
から保護し、また細菌の代謝および複製を抑制す
る微小環境を形成することにより、抗生剤に対し
てより一層耐性となる。我々は、ウマの感染性の
子宮内膜炎の実験例を用いてPseudomonas  
aeruginosaが牝馬の子宮内において、バイオフィ
ルムを形成することを明らかとした。様々な部位
でバイオフィルム形成が認められるが、ヒダの間
隙や子宮角などで最も多数の細菌の付着が認めら
れる。このことは、従来のスワブ培養はバイオフィ
ルムに関連する感染症の検出に適しておらず、少
量の子宮洗浄液が診断ツールとしてより適してい
る可能性を示唆している。子宮内膜表面と比較し
子宮腺の深部により多くの細菌が存在している。
感染を清浄化するためには、腺や組織のより深部
に浸透する治療の選択肢が必要となるであろう。
子宮内膜の生検標本において、バイオフィルムを
鏡検するためには、従来法であるホルマリン固定
ではなく、ブアン液で固定することで、子宮内膜表
面に存在するバイオフィルムの基質をより良く保
存することができる。
　バイオフィルム内に生息する細菌は、自由生活
性（浮遊している）細菌に比較して、治療に対し
1,000倍以上も治療に反応しない。医学および獣
医学において、抗生剤の単体投与の投与量の増量
あるいは投与濃度の増加では、慢性的なバイオ
フィルム感染の除去はできなかった。バイオフィ
ルムに関連する感染症における治療のゴールは、
バイオフィルムの構造体を破壊し、さらにバイオ
フィルム内に生存する細菌を死滅させることであ
る。
　グラム陰性菌（E. coli、K. pneumoniaeおよびP. 
aeruginosa）に対して、抗生剤や非抗生剤の単独投

与あるいは併用によってバイオフィルムが分散
し、さらに細菌を死滅させることが出来るかどう
かを調べるために、一連のin vitro（試験管を用いて
行うような研究室内での実験）における研究が実
施された。得られたデータからは、抗生剤および非
抗生剤が同時に投与された場合、バイオフィルム
に対してより効果的であることが示唆された。バ
イオフィルムによって保護されている細菌感染症
では、24時間毎の治療で、少なくとも72時間を要
する（すなわち混合剤の子宮内注入を24時間おき
に3日連続で実施する）。この治療プロトコルを実
施することによって、バイオフィルムは完全に破
壊され、次いで細菌は死滅する。原因菌の抗生剤に
対する自然耐性は、非抗生剤の追加のみでは制御
できないため、原因菌に対する抗生剤感受性試験
は依然として重要である。
　最近のin  v i voの研究では、Pseudomonas  
aeruginosaによるバイオフィルムに対するセフチ
オフルとトリスEDTAの混合剤、セフチオフルある
いはトリスEDTA単剤を用いた子宮内治療につい
て検証した。セフチオフルとトリスEDTA混合剤で
治療した牝馬５例は、いずれも効果的に感染症を
治療することができた。この結果は、セフチオフル
単剤では５例中わずか２例、トリスEDTA単剤では
５例中１例しか治療できなかったことと対照的で
あった。この研究結果から、抗生剤（セフチオフル）
と非抗生剤（トリスEDTA）の混合剤を用いること
で、子宮に形成されたバイオフィルムをより効果
的に死滅させることが確認された。
　医学および獣医学においてバイオフィルムの重
要性の理解が進むことは、診断の改善やより効果
的な治療法につながっていくであろう。幸いなこ
とに、バイオフィルムに関連するウマの細菌性子
宮内膜炎の治療に対して、現在臨床医が利用可能
な治療の選択肢はいくつかある。

連絡先：
Ryan A. Ferris, DVM, MS, Dipl. ACT 
rferris@summitequineinc.com 
Summit Equine Inc. 
Newberg, Oregon

トールフェスク‐エンドファイト（内生菌）感染の
有無および新たなエンドファイト
　トールフェスク（オニウシノケグサ）は、世界中
で最も広く生育されている多年生牧草の一つであ
り、米国だけで約3,700万エーカーを占める。トー
ルフェスクは、エンドファイト真菌の一種である
Epichloë coenophialaに感染することがある。本菌
は、宿主と共生し有益な作用をもたらすアルカロ
イドと呼ばれる化学物質を産生する。ヨーロッパ
原産であるこのトールフェスクは、1800年代に米
国にもたらされた。1931年にケンタッキー大学の
農学者であるE.N. Fergusは、ケンタッキー州メニ
フィー郡にあるSuiter 牧場においてトールフェス
クの種子を収集し、耐寒性、耐踏圧性、耐乾性に基
づいて、Kentucky 31 （KY31）として知られる品種
を作出した。しかし感染植物によって産生される、
主に麦角アルカロイドなど、アルカロイドのいく
つかは、ウマなどの草食動物に有害である。
　従来、いくつかの動物種においてフェスク中毒
に認められる内分泌異常の特徴は、血中プロラク
チン濃度の減少である。プロラクチンは脳下垂体
によって分泌され、その分泌調整は複雑であり、完
全には解明されていない。プロラクチンは、乳汁産
生、ステロイド産生（エストロゲン、プロゲステロ
ンやテストステロン）、発毛および脱毛、発情、胎子
肺表面活性物質の合成など、様々な機能系に影響
を及ぼす。重要なこととして、ステロイド合成やあ
るいは代謝の変化や胎子の副腎-下垂体系の成熟
によって、プロラクチンは胎子胎盤系にも影響を
及ぼすことがあり、このことは分娩には不可欠で
ある。プロラクチン分泌を調整する主要なものの
一つとして、視床下部から産生されるホルモンで
あるドパミンがある。ドパミンは下垂体の受容体
と相互作用し、プロラクチン分泌を抑制する。
　エルゴバリンは、トールフェスクに最も豊富に
含まれる麦角アルカロイドである。エルゴバリン
やフェスクに含まれる他のいくつかのアルカロイ
ドは、ドパミンに類似した化学構造を有し、ドパミ
ン受容体に結合することができる。そのためプロ
ラクチン分泌は減少し、分娩馬は不完全あるいは
完全な乳汁分泌不全となる。妊娠馬のKY31フェス
ク摂取に関するさらなる問題として、ホルモン濃

度の変化、妊娠期間の延長、胎盤の肥厚、胎盤の停
滞、難産、未熟子出産、子馬の体重や胎盤重量の増
加などがある。ドパミン受容体は下垂体以外に卵
巣組織や黄体などに認められてきたが、フェスク
中毒症におけるこれらの受容体の役割は完全には
解明されていない。ドンペリドン剤はKY31フェス
クに曝露された繁殖牝馬にしばしば用いられ、エ
ルゴバリンの副作用を予防あるいは拮抗する。ド
ンペリドンは、ドパミン受容体に結合して作用す
るが、プロラクチン産生を抑制せずドパミンに拮
抗し正常なプロラクチン分泌を促す。
　一般的な内生菌が感染したフェスクは、草食動
物の健康に対して悪影響を及ぼすため、内生真菌
を含まないトールフェスクの品種が確立されてき
た。これらの内生菌に感染していない品種は麦角
アルカロイドを産生せず、動物のパフォーマンス
は優れている。しかしながら、牧場での耐久性が良
くなく、あるいは他の牧草と競合できない。つい最
近、動物に対して有害なアルカロイドを産生せず、
植物に活力や耐久性をもたらす内生菌種が確立さ
れ、トールフェスクに導入されている。これらは
フェスクの新型エンドファイトと呼ばれ、これら
の中には“Jesup Max Q”、“Texoma Max QII”、
“Baroptima Plus E34”の商品名で市販されている
ものもある。つい最近、ケンタッキー大学、植物・土
壌学研究室のTim Phillips 博士によって“Lacefield 
Max QII”が発表された。全米草地リニューアルア
ライアンスは、種子会社、大学や政府機関からなる
協会であり、新型エンドファイトを含むトール
フェスクに対して信頼の置ける品種管理基準を設
けることによって規制する。例えば、アライアンス
の許可のもとに販売される全ての種子は、95%純
種でなければならず、70%は生存（活性がある）エ
ンドファイトを有していなければならない。そし
て、フェスクの多様性により動物に対してフェス
ク中毒を起こさないこと、および通常の放牧条件
下でよく定着することに対する第三者評価がなけ
ればならない。
　本記事は麦角アルカロイドのドパミン受容体へ
の作用を強調しているが、アルカロイドの中には、
アドレナリン受容体やセロトニン受容体など、他
の受容体に結合することにより、他の全身の機能

系に影響するものがあることを忘れてはならな
い。

連絡先：
Karen McDowell, PhD 
kmcd@uky.edu (859) 218-1104 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
Tim Phillips, PhD 
Department of Plant and Soil Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, KY

ウマの流産：ケンタッキー州における2016年度お
よび2017年度繁殖期の調査
　妊娠中の発育胎子の損失は、馬主、牧場労働者、
獣医師やその他多くの人たちに失望感や様々な感
情、経費などの負担を与える。獣医病理学者による
流産した胎子胎盤系の徹底した検査は、流産の原
因を究明し、流産の新たな、稀なあるいは外因性の
要因を同定し、感染性病原体の関与の除外に役立
ち、加えて流産を引き起こす様々な要因の疫学的
監視に役立つ。現在の流産の傾向を調査するため
に、2016年度と2017年度繁殖期の2年間の調査が
ケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所で実施され
た。
　以下に記載されている年月は、暦年ではなく、そ
れぞれの繁殖期におけるデータを示す。
　2016年度は570例、2017年度は328例の合計
898例のウマの流産が検査された。2016年度の繁
殖期に確認された1件の馬ヘルペスウイルス1型
による流行性流産を除いて、症例の大多数は散発
的で他との関連性がないと考えられた。妊娠初期
の流産は、2016年度繁殖期が5月、2017年度繁殖
期は6月から認められた。流産が最も多く発生し
たのは、両年度ともに3月であり、最後に発生した
のはそれぞれ2017年7月（2016年度繁殖期）およ
び2018年5月（2017年度繁殖期）であった。流産
は、感染性（2016年度55%、2017年度38%）と非感
染性（2016年度45%、2017年度62%）に分類され
た。
　胎子死亡の感染性原因は、胎盤炎やあるいは全
身感染を引き起こす細菌、ウイルス、真菌および未

同定（おそらく細菌）に起因した。胎子死亡の原因
となる最も多い感染性疾患は胎盤炎であり、2016
年度には280例（24.6%）、2017年度には102例

（20.2%）が診断された。各年度の流産の約5%が、
Streptococcus zooepidemicus およびEscherichia 
coliなどの細菌による子宮頸部を経た上行性胎盤
感染症に起因していた。ノカルジア性／ムコイド
性胎盤炎が、2016年度は145 例（12.7%）、2017年
度は27 例（5.3%）診断された。真菌性胎盤炎は、
2016年度には3例、2017年度には1例診断された。
未同定病原体による胎盤炎は、2016年度には79
例（6.9%）、2017年度には47例（9.3%）発生した。病
原体は、おそらく抗生物質の使用、慢性的な既往感
染あるいは環境中の微生物の増殖のために同定で
きなかった。レプトスピラによる流産あるいは周
産期死亡は、2016年度には5例（0.4%）、2017年度
には11例（2.2%）が診断された。2016年度には症
例の4.4%、2017年度には1.6%が胎子の細菌性敗
血症や肺炎による流産と診断された。馬ヘルペス
ウイルス1型は、この2年間において胎子から分離
同定された唯一のウイルスであり、2016年度繁殖
期には16例（1.4%）、2017年度繁殖期には10例

（2.0%）の流産あるいは周産期死亡の原因であっ
た。
　非感染性の流産の原因は散発的な事象であると
考えられた。それらには、臍帯捻転による流産

（2016年度 3.9%、2017年度7.9%）、胎子のストレ
ス（2016年度1.8%、2017年度2.0%）、胎盤の星状
部の壊死（2016年度0.5%、2017年度0.4%）、双胎
妊娠（2016年度0%、2017年度0.6%）、その他（水
腫、原因不明の組織壊死、母体のストレスや疾病; 
2016年度1.2%、2017年度2.0%）および原因不明

（2016年度14.9%、2017年度27.5%）などが含まれ
ていた。
　原因不明の流産は比較的よく発生し、依頼側と
診断医の双方に対して負担がかかる。医学および
獣医学論文によると、これらの多くは生理学的異
常（胎子の心血管疾患、低酸素症）、妊娠馬のストレ
スや疾患、自己免疫疾患、遺伝子異常、環境曝露や
内分泌異常によって起こる。これらの原因による
流産は、胎子胎盤組織による診断あるいは検査は
容易ではない。病因が不明な流産の診断は全く価

値がないわけではない。なぜなら感染性疾患や他
の流産流行の原因は簡単に除外され得るからであ
る。
　結論として、残念ながらウマの流産は依然とし
てよく起こる。感染性および非感染性の原因はと
もによく認められる。地域の家畜病性鑑定研究所
による流産した胎子胎盤系の検査は、原因の究明、
既知の流産の原因となる要因の監視や追跡、新た
な流産の要因の同定に役立つ。

連絡先：
Alan Loynachan, DVM, PhD 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY
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時事解説
　後期流産は馬生産者が直面する最も深刻な問題
の一つである。妊娠馬の世話は好きでなければで
きない仕事であり、理想的な子馬の出産のために
は、かなりの時間、労力や資金が必要となる。流産
の度に、流産を防ぐために我々に何ができ、何をす
べきだったのかという疑問が投げかけられる。
　本号では、2016年度および2017年度の繁殖期
においてケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所に
よって検査された898例のウマの流産の根底にあ
る原因についてAlan Loynachan 博士が述べてい
る。この回顧的研究は、管理方法を改善できる余地
のある領域や、馬主や生産者にとって最大の利益
をもたらすため将来我々がどの研究分野に注目す
るべきかを特定するのに重要である。よって、たと
え流産の原因が明らかであったとしても、生産牧
場が流産子馬を家畜病性鑑定研究所に送ることが
重要である。
　流産の約50%は、非感染性と診断された。これら
のほとんどは、双胎を除き、妊娠管理に関連したも
のではない。しかしながら、双胎は提供された流産
の多くを占めることはなかった。これは優れた管
理技術、すなわち妊娠初期での双胎の減胎処置に
よるものと思われる。またそれだけでなく、原因が
明らかな流産を病性鑑定研究所に提出しないとい
う馬主の怠慢を反映するように思われる。このこ
とは理解できるが、一方でこれらの流産の頻度を
正確に把握することを困難にする。
　感染性流産は供された流産の残り50%を占めて
おり、これらの症例の多くは胎盤炎であった。残念
ながら、我々は何が牝馬に胎盤炎を発症させるの
かということについてほとんど知らず、早期にお
ける正確で特異的な診断に依然として苦労してい
る。たとえそうであっても、妊娠初期の乳腺発育、
乳汁分泌および膿汁排出といった日常的なチェッ

クと同様に内分泌モニタリング、胎盤の定期的な
超音波検査など馬主が出来る早期診断に役立つ方
法がある。もし何か異常があれば、必要に応じてさ
らに検査をしたり治療を開始したりするために獣
医師を呼ぶべきである。
　胎盤炎は感染性流産の原因の大部分を占めるた
め、グルック馬研究センターのBarry Ball 博士の
研究室では、胎盤炎の原因ならびに進行に関する
理解に重点を置いて取り組んできた。遺伝子発現
の変化を調べる最先端技術を用いることによっ
て、私達は診断補助やあるいは治療の選択肢にな
るであろうと思われるいくつかのターゲットとな
り得る遺伝子を特定してきた。我々の研究結果を
確認するためには、依然としてさらなる調査が必
要であるが、胎盤炎に対処するためにより良い選
択肢を利用することが可能になると期待してい
る。
　胎膜や母体血清を含め、全ての流産子馬を家畜
病性鑑定研究所に送付することの重要性をいくら
強調しても足りない。生産者が流産胎子を提出で
きない場合、動向を把握することはより一層困難
になってしまう。さらに、新たに出現する脅威を特
定し、対応することも困難になってしまう。はっき
りとした原因がわからない流産胎子のみ提出する
ことを正当化するのは簡単であるが、馬生産業全
体の健全性は常に全ての流産胎子が提出されるか
にかかっている。

連絡先：
Shavahn Loux, PhD 
Shavahn.Loux@uky.edu 
(859) 257-4757 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

2018年第3四半期
　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。 
　南アフリカにおいて今シーズン最後に報告され
たアフリカ馬疫は、7月前半に発生した4例であっ
た。その内訳はイースタンケープ州で2例、フリー
ステイト州で1例、クワズール・ナタール州で1例
だった。
　中国で鼻疽の発生が報告された。乗馬クラブ1
施設で17頭に確認され、そのうち1頭が死亡した。
　馬インフルエンザが、コロンビア、ドイツならび
に米国で確認された。コロンビアでは、32県のう
ち16県で2700例以上が発症し、1例は死亡した。
ドイツにおける発生は、ワクチン未接種の5頭で
あった。米国では馬インフルエンザは風土病であ
り、3州で感染が確認された。
　ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、スイ
ス、英国ならびに米国では、腺疫の複数の発生が報
告された。確認された腺疫の発生件数は、ドイツお
よびスイスでそれぞれ2件、ベルギーで3件、フラ
ンスで17件、アイルランドで60件および米国で
154件であった。英国および米国では、本症は風土
病である。
　馬ヘルペスウイルス 1 型に起因する疾病が、ア
ルゼンチン、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、
日本、南アフリカ、スイスならびに米国で報告され
た。EHV-1 による呼吸器疾患が、ベルギー（11件）、
フランス（2件）、南アフリカ（1件）ならびに米国

（多くの州での発生）で確認された。EHV-1 による
流産が、アルゼンチン（15例のサラブレッドに発
生した1件。全てのウマのワクチン歴は不完全で
あった）、日本ならびに南アフリカ（各国とも1例）
で報告された。EHV-1による神経疾患が、カナダ（2
件）、ドイツおよびスイス（各国とも1例ずつ）なら
びに米国（6件でそれぞれ1例）で確認された。
　馬ヘルペスウイルス4型 (EHV-4) による呼吸器
疾患が、フランス（20件）、ドイツ（2施設で3例）な
らびに英国（7件で、そのほとんどがワクチン未接
種馬に単発症例）で報告された。 
　ドイツでは、1頭の種牡馬に馬動脈炎ウイルス
感染症が報告された。

　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、フランスならび
に米国で報告された。カナダでは、１例ずつの不顕
性感染を含む2件の発生が報告された。フランス
では1例が診断され、米国では5州で17例が確認さ
れ、そのほとんどはテキサス州におけるもので
あった。
　南アフリカでは4つの州において馬ピロプラズ
マ病の発生が報告され、確認された症例のほとん
どはハウテン州におけるものであった。
　馬伝染性子宮炎が、フランス（牝馬の臨床例1
例）およびドイツ（9施設で10例の非サラブレッド
種、そのほとんどがアイスランドホース種）で確認
された。
　サルモネラ症が、アイルランドならびに米国で
報告された。アイルランドでは、牝馬および子馬に
合計14例が発生した。米国で診断された11例のう
ち、9例が血清型 B 群サルモネラに関連していた。
米国では、馬ネオリケッチア症（ポトマック馬熱）
が報告された。本病は5州で確認され、ケンタッ
キー州で最も多く（26例）、そのうち6例が死亡し
た。
　米国では少頭数のウマがクロストリジウム
性腸炎と診断され、いずれも毒素型が未特定の
Clostridium perfringensの感染に関連していた。米
国では増殖性腸症（Lawsonia intracellularis感染
症）が1例報告された。
　2018年の第3四半期において、東部ウマ脳炎が
カナダ（9例）ならびに米国（39例）で確認され、そ
のほとんどはワクチン未接種馬であった。米国で
は、フロリダ州およびジョージア州で最も被害が
深刻だった。 
　ウエストナイルウイルス感染症が、カナダ（14
例）、フランス（6例）、ギリシャ（1例）、ドイツ（1
例）、イタリア（105例）、ルーマニア（1例）、南アフ
リカ（1例）ならびに米国（140例、主にオハイオ州
で発生）で報告された。
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州
で、ヘンドラウイルス感染症がワクチン未接種馬
1例に確認された。
　南アフリカのハウテン州で、馬脳症が1例診断
された。
 

バイオフィルムに関連する子宮内膜炎
　従来の抗生剤による治療が困難な細菌性子宮内
膜炎（子宮粘膜の感染）は、馬生産業にとって重要
な課題である。細菌性病原体の一般的な生存戦略
は、菌体外多糖類の厚い保護層によって覆われた
細菌の集合体から成る複雑で動的構造であるバイ
オフィルム（菌膜）の形成である。バイオフィルム
は、宿主の感染認識能を減少させることによって、
免疫による排除に対して抵抗力を与える。さらに、
バイオフィルムは拡散隔膜によって細菌を抗生剤
から保護し、また細菌の代謝および複製を抑制す
る微小環境を形成することにより、抗生剤に対し
てより一層耐性となる。我々は、ウマの感染性の
子宮内膜炎の実験例を用いてPseudomonas  
aeruginosaが牝馬の子宮内において、バイオフィ
ルムを形成することを明らかとした。様々な部位
でバイオフィルム形成が認められるが、ヒダの間
隙や子宮角などで最も多数の細菌の付着が認めら
れる。このことは、従来のスワブ培養はバイオフィ
ルムに関連する感染症の検出に適しておらず、少
量の子宮洗浄液が診断ツールとしてより適してい
る可能性を示唆している。子宮内膜表面と比較し
子宮腺の深部により多くの細菌が存在している。
感染を清浄化するためには、腺や組織のより深部
に浸透する治療の選択肢が必要となるであろう。
子宮内膜の生検標本において、バイオフィルムを
鏡検するためには、従来法であるホルマリン固定
ではなく、ブアン液で固定することで、子宮内膜表
面に存在するバイオフィルムの基質をより良く保
存することができる。
　バイオフィルム内に生息する細菌は、自由生活
性（浮遊している）細菌に比較して、治療に対し
1,000倍以上も治療に反応しない。医学および獣
医学において、抗生剤の単体投与の投与量の増量
あるいは投与濃度の増加では、慢性的なバイオ
フィルム感染の除去はできなかった。バイオフィ
ルムに関連する感染症における治療のゴールは、
バイオフィルムの構造体を破壊し、さらにバイオ
フィルム内に生存する細菌を死滅させることであ
る。
　グラム陰性菌（E. coli、K. pneumoniaeおよびP. 
aeruginosa）に対して、抗生剤や非抗生剤の単独投

与あるいは併用によってバイオフィルムが分散
し、さらに細菌を死滅させることが出来るかどう
かを調べるために、一連のin vitro（試験管を用いて
行うような研究室内での実験）における研究が実
施された。得られたデータからは、抗生剤および非
抗生剤が同時に投与された場合、バイオフィルム
に対してより効果的であることが示唆された。バ
イオフィルムによって保護されている細菌感染症
では、24時間毎の治療で、少なくとも72時間を要
する（すなわち混合剤の子宮内注入を24時間おき
に3日連続で実施する）。この治療プロトコルを実
施することによって、バイオフィルムは完全に破
壊され、次いで細菌は死滅する。原因菌の抗生剤に
対する自然耐性は、非抗生剤の追加のみでは制御
できないため、原因菌に対する抗生剤感受性試験
は依然として重要である。
　最近のin  v i voの研究では、Pseudomonas  
aeruginosaによるバイオフィルムに対するセフチ
オフルとトリスEDTAの混合剤、セフチオフルある
いはトリスEDTA単剤を用いた子宮内治療につい
て検証した。セフチオフルとトリスEDTA混合剤で
治療した牝馬５例は、いずれも効果的に感染症を
治療することができた。この結果は、セフチオフル
単剤では５例中わずか２例、トリスEDTA単剤では
５例中１例しか治療できなかったことと対照的で
あった。この研究結果から、抗生剤（セフチオフル）
と非抗生剤（トリスEDTA）の混合剤を用いること
で、子宮に形成されたバイオフィルムをより効果
的に死滅させることが確認された。
　医学および獣医学においてバイオフィルムの重
要性の理解が進むことは、診断の改善やより効果
的な治療法につながっていくであろう。幸いなこ
とに、バイオフィルムに関連するウマの細菌性子
宮内膜炎の治療に対して、現在臨床医が利用可能
な治療の選択肢はいくつかある。

連絡先：
Ryan A. Ferris, DVM, MS, Dipl. ACT 
rferris@summitequineinc.com 
Summit Equine Inc. 
Newberg, Oregon

トールフェスク‐エンドファイト（内生菌）感染の
有無および新たなエンドファイト
　トールフェスク（オニウシノケグサ）は、世界中
で最も広く生育されている多年生牧草の一つであ
り、米国だけで約3,700万エーカーを占める。トー
ルフェスクは、エンドファイト真菌の一種である
Epichloë coenophialaに感染することがある。本菌
は、宿主と共生し有益な作用をもたらすアルカロ
イドと呼ばれる化学物質を産生する。ヨーロッパ
原産であるこのトールフェスクは、1800年代に米
国にもたらされた。1931年にケンタッキー大学の
農学者であるE.N. Fergusは、ケンタッキー州メニ
フィー郡にあるSuiter 牧場においてトールフェス
クの種子を収集し、耐寒性、耐踏圧性、耐乾性に基
づいて、Kentucky 31 （KY31）として知られる品種
を作出した。しかし感染植物によって産生される、
主に麦角アルカロイドなど、アルカロイドのいく
つかは、ウマなどの草食動物に有害である。
　従来、いくつかの動物種においてフェスク中毒
に認められる内分泌異常の特徴は、血中プロラク
チン濃度の減少である。プロラクチンは脳下垂体
によって分泌され、その分泌調整は複雑であり、完
全には解明されていない。プロラクチンは、乳汁産
生、ステロイド産生（エストロゲン、プロゲステロ
ンやテストステロン）、発毛および脱毛、発情、胎子
肺表面活性物質の合成など、様々な機能系に影響
を及ぼす。重要なこととして、ステロイド合成やあ
るいは代謝の変化や胎子の副腎-下垂体系の成熟
によって、プロラクチンは胎子胎盤系にも影響を
及ぼすことがあり、このことは分娩には不可欠で
ある。プロラクチン分泌を調整する主要なものの
一つとして、視床下部から産生されるホルモンで
あるドパミンがある。ドパミンは下垂体の受容体
と相互作用し、プロラクチン分泌を抑制する。
　エルゴバリンは、トールフェスクに最も豊富に
含まれる麦角アルカロイドである。エルゴバリン
やフェスクに含まれる他のいくつかのアルカロイ
ドは、ドパミンに類似した化学構造を有し、ドパミ
ン受容体に結合することができる。そのためプロ
ラクチン分泌は減少し、分娩馬は不完全あるいは
完全な乳汁分泌不全となる。妊娠馬のKY31フェス
ク摂取に関するさらなる問題として、ホルモン濃

度の変化、妊娠期間の延長、胎盤の肥厚、胎盤の停
滞、難産、未熟子出産、子馬の体重や胎盤重量の増
加などがある。ドパミン受容体は下垂体以外に卵
巣組織や黄体などに認められてきたが、フェスク
中毒症におけるこれらの受容体の役割は完全には
解明されていない。ドンペリドン剤はKY31フェス
クに曝露された繁殖牝馬にしばしば用いられ、エ
ルゴバリンの副作用を予防あるいは拮抗する。ド
ンペリドンは、ドパミン受容体に結合して作用す
るが、プロラクチン産生を抑制せずドパミンに拮
抗し正常なプロラクチン分泌を促す。
　一般的な内生菌が感染したフェスクは、草食動
物の健康に対して悪影響を及ぼすため、内生真菌
を含まないトールフェスクの品種が確立されてき
た。これらの内生菌に感染していない品種は麦角
アルカロイドを産生せず、動物のパフォーマンス
は優れている。しかしながら、牧場での耐久性が良
くなく、あるいは他の牧草と競合できない。つい最
近、動物に対して有害なアルカロイドを産生せず、
植物に活力や耐久性をもたらす内生菌種が確立さ
れ、トールフェスクに導入されている。これらは
フェスクの新型エンドファイトと呼ばれ、これら
の中には“Jesup Max Q”、“Texoma Max QII”、
“Baroptima Plus E34”の商品名で市販されている
ものもある。つい最近、ケンタッキー大学、植物・土
壌学研究室のTim Phillips 博士によって“Lacefield 
Max QII”が発表された。全米草地リニューアルア
ライアンスは、種子会社、大学や政府機関からなる
協会であり、新型エンドファイトを含むトール
フェスクに対して信頼の置ける品種管理基準を設
けることによって規制する。例えば、アライアンス
の許可のもとに販売される全ての種子は、95%純
種でなければならず、70%は生存（活性がある）エ
ンドファイトを有していなければならない。そし
て、フェスクの多様性により動物に対してフェス
ク中毒を起こさないこと、および通常の放牧条件
下でよく定着することに対する第三者評価がなけ
ればならない。
　本記事は麦角アルカロイドのドパミン受容体へ
の作用を強調しているが、アルカロイドの中には、
アドレナリン受容体やセロトニン受容体など、他
の受容体に結合することにより、他の全身の機能

系に影響するものがあることを忘れてはならな
い。

連絡先：
Karen McDowell, PhD 
kmcd@uky.edu (859) 218-1104 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
Tim Phillips, PhD 
Department of Plant and Soil Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, KY

ウマの流産：ケンタッキー州における2016年度お
よび2017年度繁殖期の調査
　妊娠中の発育胎子の損失は、馬主、牧場労働者、
獣医師やその他多くの人たちに失望感や様々な感
情、経費などの負担を与える。獣医病理学者による
流産した胎子胎盤系の徹底した検査は、流産の原
因を究明し、流産の新たな、稀なあるいは外因性の
要因を同定し、感染性病原体の関与の除外に役立
ち、加えて流産を引き起こす様々な要因の疫学的
監視に役立つ。現在の流産の傾向を調査するため
に、2016年度と2017年度繁殖期の2年間の調査が
ケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所で実施され
た。
　以下に記載されている年月は、暦年ではなく、そ
れぞれの繁殖期におけるデータを示す。
　2016年度は570例、2017年度は328例の合計
898例のウマの流産が検査された。2016年度の繁
殖期に確認された1件の馬ヘルペスウイルス1型
による流行性流産を除いて、症例の大多数は散発
的で他との関連性がないと考えられた。妊娠初期
の流産は、2016年度繁殖期が5月、2017年度繁殖
期は6月から認められた。流産が最も多く発生し
たのは、両年度ともに3月であり、最後に発生した
のはそれぞれ2017年7月（2016年度繁殖期）およ
び2018年5月（2017年度繁殖期）であった。流産
は、感染性（2016年度55%、2017年度38%）と非感
染性（2016年度45%、2017年度62%）に分類され
た。
　胎子死亡の感染性原因は、胎盤炎やあるいは全
身感染を引き起こす細菌、ウイルス、真菌および未

同定（おそらく細菌）に起因した。胎子死亡の原因
となる最も多い感染性疾患は胎盤炎であり、2016
年度には280例（24.6%）、2017年度には102例

（20.2%）が診断された。各年度の流産の約5%が、
Streptococcus zooepidemicus およびEscherichia 
coliなどの細菌による子宮頸部を経た上行性胎盤
感染症に起因していた。ノカルジア性／ムコイド
性胎盤炎が、2016年度は145 例（12.7%）、2017年
度は27 例（5.3%）診断された。真菌性胎盤炎は、
2016年度には3例、2017年度には1例診断された。
未同定病原体による胎盤炎は、2016年度には79
例（6.9%）、2017年度には47例（9.3%）発生した。病
原体は、おそらく抗生物質の使用、慢性的な既往感
染あるいは環境中の微生物の増殖のために同定で
きなかった。レプトスピラによる流産あるいは周
産期死亡は、2016年度には5例（0.4%）、2017年度
には11例（2.2%）が診断された。2016年度には症
例の4.4%、2017年度には1.6%が胎子の細菌性敗
血症や肺炎による流産と診断された。馬ヘルペス
ウイルス1型は、この2年間において胎子から分離
同定された唯一のウイルスであり、2016年度繁殖
期には16例（1.4%）、2017年度繁殖期には10例

（2.0%）の流産あるいは周産期死亡の原因であっ
た。
　非感染性の流産の原因は散発的な事象であると
考えられた。それらには、臍帯捻転による流産

（2016年度 3.9%、2017年度7.9%）、胎子のストレ
ス（2016年度1.8%、2017年度2.0%）、胎盤の星状
部の壊死（2016年度0.5%、2017年度0.4%）、双胎
妊娠（2016年度0%、2017年度0.6%）、その他（水
腫、原因不明の組織壊死、母体のストレスや疾病; 
2016年度1.2%、2017年度2.0%）および原因不明

（2016年度14.9%、2017年度27.5%）などが含まれ
ていた。
　原因不明の流産は比較的よく発生し、依頼側と
診断医の双方に対して負担がかかる。医学および
獣医学論文によると、これらの多くは生理学的異
常（胎子の心血管疾患、低酸素症）、妊娠馬のストレ
スや疾患、自己免疫疾患、遺伝子異常、環境曝露や
内分泌異常によって起こる。これらの原因による
流産は、胎子胎盤組織による診断あるいは検査は
容易ではない。病因が不明な流産の診断は全く価

値がないわけではない。なぜなら感染性疾患や他
の流産流行の原因は簡単に除外され得るからであ
る。
　結論として、残念ながらウマの流産は依然とし
てよく起こる。感染性および非感染性の原因はと
もによく認められる。地域の家畜病性鑑定研究所
による流産した胎子胎盤系の検査は、原因の究明、
既知の流産の原因となる要因の監視や追跡、新た
な流産の要因の同定に役立つ。

連絡先：
Alan Loynachan, DVM, PhD 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY
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時事解説
　後期流産は馬生産者が直面する最も深刻な問題
の一つである。妊娠馬の世話は好きでなければで
きない仕事であり、理想的な子馬の出産のために
は、かなりの時間、労力や資金が必要となる。流産
の度に、流産を防ぐために我々に何ができ、何をす
べきだったのかという疑問が投げかけられる。
　本号では、2016年度および2017年度の繁殖期
においてケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所に
よって検査された898例のウマの流産の根底にあ
る原因についてAlan Loynachan 博士が述べてい
る。この回顧的研究は、管理方法を改善できる余地
のある領域や、馬主や生産者にとって最大の利益
をもたらすため将来我々がどの研究分野に注目す
るべきかを特定するのに重要である。よって、たと
え流産の原因が明らかであったとしても、生産牧
場が流産子馬を家畜病性鑑定研究所に送ることが
重要である。
　流産の約50%は、非感染性と診断された。これら
のほとんどは、双胎を除き、妊娠管理に関連したも
のではない。しかしながら、双胎は提供された流産
の多くを占めることはなかった。これは優れた管
理技術、すなわち妊娠初期での双胎の減胎処置に
よるものと思われる。またそれだけでなく、原因が
明らかな流産を病性鑑定研究所に提出しないとい
う馬主の怠慢を反映するように思われる。このこ
とは理解できるが、一方でこれらの流産の頻度を
正確に把握することを困難にする。
　感染性流産は供された流産の残り50%を占めて
おり、これらの症例の多くは胎盤炎であった。残念
ながら、我々は何が牝馬に胎盤炎を発症させるの
かということについてほとんど知らず、早期にお
ける正確で特異的な診断に依然として苦労してい
る。たとえそうであっても、妊娠初期の乳腺発育、
乳汁分泌および膿汁排出といった日常的なチェッ

クと同様に内分泌モニタリング、胎盤の定期的な
超音波検査など馬主が出来る早期診断に役立つ方
法がある。もし何か異常があれば、必要に応じてさ
らに検査をしたり治療を開始したりするために獣
医師を呼ぶべきである。
　胎盤炎は感染性流産の原因の大部分を占めるた
め、グルック馬研究センターのBarry Ball 博士の
研究室では、胎盤炎の原因ならびに進行に関する
理解に重点を置いて取り組んできた。遺伝子発現
の変化を調べる最先端技術を用いることによっ
て、私達は診断補助やあるいは治療の選択肢にな
るであろうと思われるいくつかのターゲットとな
り得る遺伝子を特定してきた。我々の研究結果を
確認するためには、依然としてさらなる調査が必
要であるが、胎盤炎に対処するためにより良い選
択肢を利用することが可能になると期待してい
る。
　胎膜や母体血清を含め、全ての流産子馬を家畜
病性鑑定研究所に送付することの重要性をいくら
強調しても足りない。生産者が流産胎子を提出で
きない場合、動向を把握することはより一層困難
になってしまう。さらに、新たに出現する脅威を特
定し、対応することも困難になってしまう。はっき
りとした原因がわからない流産胎子のみ提出する
ことを正当化するのは簡単であるが、馬生産業全
体の健全性は常に全ての流産胎子が提出されるか
にかかっている。

連絡先：
Shavahn Loux, PhD 
Shavahn.Loux@uky.edu 
(859) 257-4757 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

2018年第3四半期
　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。 
　南アフリカにおいて今シーズン最後に報告され
たアフリカ馬疫は、7月前半に発生した4例であっ
た。その内訳はイースタンケープ州で2例、フリー
ステイト州で1例、クワズール・ナタール州で1例
だった。
　中国で鼻疽の発生が報告された。乗馬クラブ1
施設で17頭に確認され、そのうち1頭が死亡した。
　馬インフルエンザが、コロンビア、ドイツならび
に米国で確認された。コロンビアでは、32県のう
ち16県で2700例以上が発症し、1例は死亡した。
ドイツにおける発生は、ワクチン未接種の5頭で
あった。米国では馬インフルエンザは風土病であ
り、3州で感染が確認された。
　ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、スイ
ス、英国ならびに米国では、腺疫の複数の発生が報
告された。確認された腺疫の発生件数は、ドイツお
よびスイスでそれぞれ2件、ベルギーで3件、フラ
ンスで17件、アイルランドで60件および米国で
154件であった。英国および米国では、本症は風土
病である。
　馬ヘルペスウイルス 1 型に起因する疾病が、ア
ルゼンチン、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、
日本、南アフリカ、スイスならびに米国で報告され
た。EHV-1 による呼吸器疾患が、ベルギー（11件）、
フランス（2件）、南アフリカ（1件）ならびに米国

（多くの州での発生）で確認された。EHV-1 による
流産が、アルゼンチン（15例のサラブレッドに発
生した1件。全てのウマのワクチン歴は不完全で
あった）、日本ならびに南アフリカ（各国とも1例）
で報告された。EHV-1による神経疾患が、カナダ（2
件）、ドイツおよびスイス（各国とも1例ずつ）なら
びに米国（6件でそれぞれ1例）で確認された。
　馬ヘルペスウイルス4型 (EHV-4) による呼吸器
疾患が、フランス（20件）、ドイツ（2施設で3例）な
らびに英国（7件で、そのほとんどがワクチン未接
種馬に単発症例）で報告された。 
　ドイツでは、1頭の種牡馬に馬動脈炎ウイルス
感染症が報告された。

　馬伝染性貧血の発生が、カナダ、フランスならび
に米国で報告された。カナダでは、１例ずつの不顕
性感染を含む2件の発生が報告された。フランス
では1例が診断され、米国では5州で17例が確認さ
れ、そのほとんどはテキサス州におけるもので
あった。
　南アフリカでは4つの州において馬ピロプラズ
マ病の発生が報告され、確認された症例のほとん
どはハウテン州におけるものであった。
　馬伝染性子宮炎が、フランス（牝馬の臨床例1
例）およびドイツ（9施設で10例の非サラブレッド
種、そのほとんどがアイスランドホース種）で確認
された。
　サルモネラ症が、アイルランドならびに米国で
報告された。アイルランドでは、牝馬および子馬に
合計14例が発生した。米国で診断された11例のう
ち、9例が血清型 B 群サルモネラに関連していた。
米国では、馬ネオリケッチア症（ポトマック馬熱）
が報告された。本病は5州で確認され、ケンタッ
キー州で最も多く（26例）、そのうち6例が死亡し
た。
　米国では少頭数のウマがクロストリジウム
性腸炎と診断され、いずれも毒素型が未特定の
Clostridium perfringensの感染に関連していた。米
国では増殖性腸症（Lawsonia intracellularis感染
症）が1例報告された。
　2018年の第3四半期において、東部ウマ脳炎が
カナダ（9例）ならびに米国（39例）で確認され、そ
のほとんどはワクチン未接種馬であった。米国で
は、フロリダ州およびジョージア州で最も被害が
深刻だった。 
　ウエストナイルウイルス感染症が、カナダ（14
例）、フランス（6例）、ギリシャ（1例）、ドイツ（1
例）、イタリア（105例）、ルーマニア（1例）、南アフ
リカ（1例）ならびに米国（140例、主にオハイオ州
で発生）で報告された。
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州
で、ヘンドラウイルス感染症がワクチン未接種馬
1例に確認された。
　南アフリカのハウテン州で、馬脳症が1例診断
された。
 

バイオフィルムに関連する子宮内膜炎
　従来の抗生剤による治療が困難な細菌性子宮内
膜炎（子宮粘膜の感染）は、馬生産業にとって重要
な課題である。細菌性病原体の一般的な生存戦略
は、菌体外多糖類の厚い保護層によって覆われた
細菌の集合体から成る複雑で動的構造であるバイ
オフィルム（菌膜）の形成である。バイオフィルム
は、宿主の感染認識能を減少させることによって、
免疫による排除に対して抵抗力を与える。さらに、
バイオフィルムは拡散隔膜によって細菌を抗生剤
から保護し、また細菌の代謝および複製を抑制す
る微小環境を形成することにより、抗生剤に対し
てより一層耐性となる。我々は、ウマの感染性の
子宮内膜炎の実験例を用いてPseudomonas  
aeruginosaが牝馬の子宮内において、バイオフィ
ルムを形成することを明らかとした。様々な部位
でバイオフィルム形成が認められるが、ヒダの間
隙や子宮角などで最も多数の細菌の付着が認めら
れる。このことは、従来のスワブ培養はバイオフィ
ルムに関連する感染症の検出に適しておらず、少
量の子宮洗浄液が診断ツールとしてより適してい
る可能性を示唆している。子宮内膜表面と比較し
子宮腺の深部により多くの細菌が存在している。
感染を清浄化するためには、腺や組織のより深部
に浸透する治療の選択肢が必要となるであろう。
子宮内膜の生検標本において、バイオフィルムを
鏡検するためには、従来法であるホルマリン固定
ではなく、ブアン液で固定することで、子宮内膜表
面に存在するバイオフィルムの基質をより良く保
存することができる。
　バイオフィルム内に生息する細菌は、自由生活
性（浮遊している）細菌に比較して、治療に対し
1,000倍以上も治療に反応しない。医学および獣
医学において、抗生剤の単体投与の投与量の増量
あるいは投与濃度の増加では、慢性的なバイオ
フィルム感染の除去はできなかった。バイオフィ
ルムに関連する感染症における治療のゴールは、
バイオフィルムの構造体を破壊し、さらにバイオ
フィルム内に生存する細菌を死滅させることであ
る。
　グラム陰性菌（E. coli、K. pneumoniaeおよびP. 
aeruginosa）に対して、抗生剤や非抗生剤の単独投

与あるいは併用によってバイオフィルムが分散
し、さらに細菌を死滅させることが出来るかどう
かを調べるために、一連のin vitro（試験管を用いて
行うような研究室内での実験）における研究が実
施された。得られたデータからは、抗生剤および非
抗生剤が同時に投与された場合、バイオフィルム
に対してより効果的であることが示唆された。バ
イオフィルムによって保護されている細菌感染症
では、24時間毎の治療で、少なくとも72時間を要
する（すなわち混合剤の子宮内注入を24時間おき
に3日連続で実施する）。この治療プロトコルを実
施することによって、バイオフィルムは完全に破
壊され、次いで細菌は死滅する。原因菌の抗生剤に
対する自然耐性は、非抗生剤の追加のみでは制御
できないため、原因菌に対する抗生剤感受性試験
は依然として重要である。
　最近のin  v i voの研究では、Pseudomonas  
aeruginosaによるバイオフィルムに対するセフチ
オフルとトリスEDTAの混合剤、セフチオフルある
いはトリスEDTA単剤を用いた子宮内治療につい
て検証した。セフチオフルとトリスEDTA混合剤で
治療した牝馬５例は、いずれも効果的に感染症を
治療することができた。この結果は、セフチオフル
単剤では５例中わずか２例、トリスEDTA単剤では
５例中１例しか治療できなかったことと対照的で
あった。この研究結果から、抗生剤（セフチオフル）
と非抗生剤（トリスEDTA）の混合剤を用いること
で、子宮に形成されたバイオフィルムをより効果
的に死滅させることが確認された。
　医学および獣医学においてバイオフィルムの重
要性の理解が進むことは、診断の改善やより効果
的な治療法につながっていくであろう。幸いなこ
とに、バイオフィルムに関連するウマの細菌性子
宮内膜炎の治療に対して、現在臨床医が利用可能
な治療の選択肢はいくつかある。

連絡先：
Ryan A. Ferris, DVM, MS, Dipl. ACT 
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トールフェスク‐エンドファイト（内生菌）感染の
有無および新たなエンドファイト
　トールフェスク（オニウシノケグサ）は、世界中
で最も広く生育されている多年生牧草の一つであ
り、米国だけで約3,700万エーカーを占める。トー
ルフェスクは、エンドファイト真菌の一種である
Epichloë coenophialaに感染することがある。本菌
は、宿主と共生し有益な作用をもたらすアルカロ
イドと呼ばれる化学物質を産生する。ヨーロッパ
原産であるこのトールフェスクは、1800年代に米
国にもたらされた。1931年にケンタッキー大学の
農学者であるE.N. Fergusは、ケンタッキー州メニ
フィー郡にあるSuiter 牧場においてトールフェス
クの種子を収集し、耐寒性、耐踏圧性、耐乾性に基
づいて、Kentucky 31 （KY31）として知られる品種
を作出した。しかし感染植物によって産生される、
主に麦角アルカロイドなど、アルカロイドのいく
つかは、ウマなどの草食動物に有害である。
　従来、いくつかの動物種においてフェスク中毒
に認められる内分泌異常の特徴は、血中プロラク
チン濃度の減少である。プロラクチンは脳下垂体
によって分泌され、その分泌調整は複雑であり、完
全には解明されていない。プロラクチンは、乳汁産
生、ステロイド産生（エストロゲン、プロゲステロ
ンやテストステロン）、発毛および脱毛、発情、胎子
肺表面活性物質の合成など、様々な機能系に影響
を及ぼす。重要なこととして、ステロイド合成やあ
るいは代謝の変化や胎子の副腎-下垂体系の成熟
によって、プロラクチンは胎子胎盤系にも影響を
及ぼすことがあり、このことは分娩には不可欠で
ある。プロラクチン分泌を調整する主要なものの
一つとして、視床下部から産生されるホルモンで
あるドパミンがある。ドパミンは下垂体の受容体
と相互作用し、プロラクチン分泌を抑制する。
　エルゴバリンは、トールフェスクに最も豊富に
含まれる麦角アルカロイドである。エルゴバリン
やフェスクに含まれる他のいくつかのアルカロイ
ドは、ドパミンに類似した化学構造を有し、ドパミ
ン受容体に結合することができる。そのためプロ
ラクチン分泌は減少し、分娩馬は不完全あるいは
完全な乳汁分泌不全となる。妊娠馬のKY31フェス
ク摂取に関するさらなる問題として、ホルモン濃

度の変化、妊娠期間の延長、胎盤の肥厚、胎盤の停
滞、難産、未熟子出産、子馬の体重や胎盤重量の増
加などがある。ドパミン受容体は下垂体以外に卵
巣組織や黄体などに認められてきたが、フェスク
中毒症におけるこれらの受容体の役割は完全には
解明されていない。ドンペリドン剤はKY31フェス
クに曝露された繁殖牝馬にしばしば用いられ、エ
ルゴバリンの副作用を予防あるいは拮抗する。ド
ンペリドンは、ドパミン受容体に結合して作用す
るが、プロラクチン産生を抑制せずドパミンに拮
抗し正常なプロラクチン分泌を促す。
　一般的な内生菌が感染したフェスクは、草食動
物の健康に対して悪影響を及ぼすため、内生真菌
を含まないトールフェスクの品種が確立されてき
た。これらの内生菌に感染していない品種は麦角
アルカロイドを産生せず、動物のパフォーマンス
は優れている。しかしながら、牧場での耐久性が良
くなく、あるいは他の牧草と競合できない。つい最
近、動物に対して有害なアルカロイドを産生せず、
植物に活力や耐久性をもたらす内生菌種が確立さ
れ、トールフェスクに導入されている。これらは
フェスクの新型エンドファイトと呼ばれ、これら
の中には“Jesup Max Q”、“Texoma Max QII”、
“Baroptima Plus E34”の商品名で市販されている
ものもある。つい最近、ケンタッキー大学、植物・土
壌学研究室のTim Phillips 博士によって“Lacefield 
Max QII”が発表された。全米草地リニューアルア
ライアンスは、種子会社、大学や政府機関からなる
協会であり、新型エンドファイトを含むトール
フェスクに対して信頼の置ける品種管理基準を設
けることによって規制する。例えば、アライアンス
の許可のもとに販売される全ての種子は、95%純
種でなければならず、70%は生存（活性がある）エ
ンドファイトを有していなければならない。そし
て、フェスクの多様性により動物に対してフェス
ク中毒を起こさないこと、および通常の放牧条件
下でよく定着することに対する第三者評価がなけ
ればならない。
　本記事は麦角アルカロイドのドパミン受容体へ
の作用を強調しているが、アルカロイドの中には、
アドレナリン受容体やセロトニン受容体など、他
の受容体に結合することにより、他の全身の機能

系に影響するものがあることを忘れてはならな
い。
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ウマの流産：ケンタッキー州における2016年度お
よび2017年度繁殖期の調査
　妊娠中の発育胎子の損失は、馬主、牧場労働者、
獣医師やその他多くの人たちに失望感や様々な感
情、経費などの負担を与える。獣医病理学者による
流産した胎子胎盤系の徹底した検査は、流産の原
因を究明し、流産の新たな、稀なあるいは外因性の
要因を同定し、感染性病原体の関与の除外に役立
ち、加えて流産を引き起こす様々な要因の疫学的
監視に役立つ。現在の流産の傾向を調査するため
に、2016年度と2017年度繁殖期の2年間の調査が
ケンタッキー大学家畜病性鑑定研究所で実施され
た。
　以下に記載されている年月は、暦年ではなく、そ
れぞれの繁殖期におけるデータを示す。
　2016年度は570例、2017年度は328例の合計
898例のウマの流産が検査された。2016年度の繁
殖期に確認された1件の馬ヘルペスウイルス1型
による流行性流産を除いて、症例の大多数は散発
的で他との関連性がないと考えられた。妊娠初期
の流産は、2016年度繁殖期が5月、2017年度繁殖
期は6月から認められた。流産が最も多く発生し
たのは、両年度ともに3月であり、最後に発生した
のはそれぞれ2017年7月（2016年度繁殖期）およ
び2018年5月（2017年度繁殖期）であった。流産
は、感染性（2016年度55%、2017年度38%）と非感
染性（2016年度45%、2017年度62%）に分類され
た。
　胎子死亡の感染性原因は、胎盤炎やあるいは全
身感染を引き起こす細菌、ウイルス、真菌および未

同定（おそらく細菌）に起因した。胎子死亡の原因
となる最も多い感染性疾患は胎盤炎であり、2016
年度には280例（24.6%）、2017年度には102例

（20.2%）が診断された。各年度の流産の約5%が、
Streptococcus zooepidemicus およびEscherichia 
coliなどの細菌による子宮頸部を経た上行性胎盤
感染症に起因していた。ノカルジア性／ムコイド
性胎盤炎が、2016年度は145 例（12.7%）、2017年
度は27 例（5.3%）診断された。真菌性胎盤炎は、
2016年度には3例、2017年度には1例診断された。
未同定病原体による胎盤炎は、2016年度には79
例（6.9%）、2017年度には47例（9.3%）発生した。病
原体は、おそらく抗生物質の使用、慢性的な既往感
染あるいは環境中の微生物の増殖のために同定で
きなかった。レプトスピラによる流産あるいは周
産期死亡は、2016年度には5例（0.4%）、2017年度
には11例（2.2%）が診断された。2016年度には症
例の4.4%、2017年度には1.6%が胎子の細菌性敗
血症や肺炎による流産と診断された。馬ヘルペス
ウイルス1型は、この2年間において胎子から分離
同定された唯一のウイルスであり、2016年度繁殖
期には16例（1.4%）、2017年度繁殖期には10例

（2.0%）の流産あるいは周産期死亡の原因であっ
た。
　非感染性の流産の原因は散発的な事象であると
考えられた。それらには、臍帯捻転による流産

（2016年度 3.9%、2017年度7.9%）、胎子のストレ
ス（2016年度1.8%、2017年度2.0%）、胎盤の星状
部の壊死（2016年度0.5%、2017年度0.4%）、双胎
妊娠（2016年度0%、2017年度0.6%）、その他（水
腫、原因不明の組織壊死、母体のストレスや疾病; 
2016年度1.2%、2017年度2.0%）および原因不明

（2016年度14.9%、2017年度27.5%）などが含まれ
ていた。
　原因不明の流産は比較的よく発生し、依頼側と
診断医の双方に対して負担がかかる。医学および
獣医学論文によると、これらの多くは生理学的異
常（胎子の心血管疾患、低酸素症）、妊娠馬のストレ
スや疾患、自己免疫疾患、遺伝子異常、環境曝露や
内分泌異常によって起こる。これらの原因による
流産は、胎子胎盤組織による診断あるいは検査は
容易ではない。病因が不明な流産の診断は全く価

値がないわけではない。なぜなら感染性疾患や他
の流産流行の原因は簡単に除外され得るからであ
る。
　結論として、残念ながらウマの流産は依然とし
てよく起こる。感染性および非感染性の原因はと
もによく認められる。地域の家畜病性鑑定研究所
による流産した胎子胎盤系の検査は、原因の究明、
既知の流産の原因となる要因の監視や追跡、新た
な流産の要因の同定に役立つ。

連絡先：
Alan Loynachan, DVM, PhD 
alan.loynachan@uky.edu 
(859) 257-8283 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY
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＜背景＞
　関節や腱鞘などの滑膜腔に起きる細菌感染症は
馬の生命を脅かす疾患であり、早期の診断と治療
が重要である。最も特異性が高い診断方法は滑液

（関節液や腱鞘液）を材料とした、細菌培養や塗抹
標本による細菌の検出である。しかし、これらの診
断方法は感度が低い。また、滑液中の有核細胞数、
好中球数、総タンパクの測定も診断に用いられる
が、これらの値は関節洗浄や関節内への抗菌薬投
与により、その値が大きく変動することが知られ
ている。このことから、感度と特異度が高く、関節
内への処置に影響を受けにくい診断方法が必要と
されてきた。これを受けて、近年では血清アミロイ
ドA（SAA）とD型乳酸が用いられている。SAAは感
染や組織損傷によって起こる炎症急性期に、肝臓
をはじめとして滑膜でも合成されるタンパク質で
ある。滑液SAA濃度は感染性滑膜炎で増加し、関節
内に対する治療の影響を受けにくいことが知られ
ている。また、D型乳酸は哺乳類がもつL型乳酸の
立体異性体である。これを哺乳類が産生すること
はないため、その検出は細菌の存在を意味する。感
染性滑膜炎に対するこれらの診断指標について、
大規模な調査報告はこれまでにない。そこで、本研

究ではウマの滑膜汚染や滑膜感染に対する、血液
中・滑液中のSAAとD型乳酸の診断価値を評価する
ことを目的に調査を行った。

＜材料および方法＞
　著者の所属する大学病院に来院した滑膜疾患症
例を、滑膜に細菌汚染や感染を認めた群（SCS群：
synovical contamination or septis）、関節炎や腱鞘
炎などの滑膜内病変を認めた非感染群（NSISP群：
non-septic,intra-synovial pathology）に分類し、滑
膜構造に臨床的異常所見を認めない群（コント
ロール群）を加えた３群を調査対象とした。SCS群
の症例は以下の３つの条件のなかから１つ以上の
条件が該当するものとした。
①　滑液指標
　総有核細胞数＞20×109 cell/L、
　好中球割合＞80 %かつ総タンパク>30 g/L
②　滑膜組織と創傷に直接交通がある
③　滑液の培養や塗抹標本で細菌を検出
　血液と滑液を採取して、それぞれのSAAとD型乳
酸の濃度、上記の滑液指標を測定した。測定値につ
いて各群間で比較した。また、測定値からROC曲線
*1を作成し、検査項目が診断に有用であるかを評価

した。さらに各測定項目をスピアマンの順位相関
係数テストにより解析した。*1 ROC曲線：receiver 
operating characteristics

＜結果＞
　112頭の馬を調査に用いた（SCS群38頭、NSISP
群66頭、コントロール群8頭）。検査した滑膜構造
のうち、多かったものはdigital flexor tendon 
sheath、第１指（趾）関節、足根下腿関節、橈骨手根
関節であった。
　SCS群の滑液と血中SAA濃度はNSISP群より有意
に高かった（それぞれP=0.03、0.02）。また、SCS群
の血中SAA濃度はコントロール群より有意に高
かった（P=0.009）。　
　ROC曲線の解析では、滑液SAA濃度のカットオ
フ値を1.14μg/mLに設定すると、感度80%、特異
度73%であった。また、血中SAA濃度のカットオフ
値を60.7μg/mLに設定すると感度82.4%、特異度
88.9%であった。
　滑液SAA濃度は滑液中総有核細胞数と血中SAA
との間に正の相関を認めた（それぞれP≦0.001、
P=0.006）。さらに、血中SAA濃度は滑液中総有核細
胞数と滑液総タンパク濃度との間に正の相関を認
めた（それぞれP≦0.001、P=0.015）。
　D型乳酸の値は各群間で有意な差を認めなかっ
た。

＜考察＞
 　SCS群の診断において、滑液と血中SAA濃度は
中等度から高度の感度と特異度を有することが明

らかとなった。このため、SAA濃度はSCSの診断に
有用であることが示唆された。
　SAAによって滑膜疾患の炎症を評価する場合、
その産生由来組織は滑膜であることが望ましい。
しかし、本調査で測定した滑液中SAAの産生組織
は特定できない。ヒトでは血中SAAの滑液内への
漏出が、滑液中SAAの増加を招くとされており、測
定された滑液中SAA濃度は血中SAA濃度を反映し
ている可能性がある。よって、より特異度の高い診
断を行うためには、産生組織によるSAAアイソ
フォームの相違について調査が必要である。
　D型乳酸値は各群で有意差を認めなかった。こ
のため診断方法として不適であることが示唆され
た。細菌によるD型乳酸の産生有無やその産生量
は細菌種によって異なることが報告されている。
ヒトの感染性滑膜炎で滑液中D型乳酸値が増加す
るという既報と本調査との間で結果が異なる要因
の１つに、原因となっている細菌種の違いがある
かもしれない。

＜筆者感想＞
　滑膜周囲の皮下織に感染を伴う症例では、「感染
が滑膜腔に及んでいるか」が治療方針の決定に特
に重要である。しかし、本調査の対象症例には、滑
膜腔に感染が至らない皮下織感染症（滑膜周囲の
フレグモーネなど）が含まれていないため、この判
定が可能であるか不明である。今後、より幅広い症
例について滑液SAA濃度を調査することで、この
課題の解決が期待される。

馬の滑膜汚染や滑膜感染の診断に
血清アミロイドAとD型乳酸は有用か？

Are serum amyloid A or D-lactate useful to 
diagnose synovial contamination or sepsis in horses?

Robinson CS, Singer ER, Piviani M, Rubio-Martinez LM
Veterinary Record 2017, 181(16): 425
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＜背景＞
　関節や腱鞘などの滑膜腔に起きる細菌感染症は
馬の生命を脅かす疾患であり、早期の診断と治療
が重要である。最も特異性が高い診断方法は滑液

（関節液や腱鞘液）を材料とした、細菌培養や塗抹
標本による細菌の検出である。しかし、これらの診
断方法は感度が低い。また、滑液中の有核細胞数、
好中球数、総タンパクの測定も診断に用いられる
が、これらの値は関節洗浄や関節内への抗菌薬投
与により、その値が大きく変動することが知られ
ている。このことから、感度と特異度が高く、関節
内への処置に影響を受けにくい診断方法が必要と
されてきた。これを受けて、近年では血清アミロイ
ドA（SAA）とD型乳酸が用いられている。SAAは感
染や組織損傷によって起こる炎症急性期に、肝臓
をはじめとして滑膜でも合成されるタンパク質で
ある。滑液SAA濃度は感染性滑膜炎で増加し、関節
内に対する治療の影響を受けにくいことが知られ
ている。また、D型乳酸は哺乳類がもつL型乳酸の
立体異性体である。これを哺乳類が産生すること
はないため、その検出は細菌の存在を意味する。感
染性滑膜炎に対するこれらの診断指標について、
大規模な調査報告はこれまでにない。そこで、本研

究ではウマの滑膜汚染や滑膜感染に対する、血液
中・滑液中のSAAとD型乳酸の診断価値を評価する
ことを目的に調査を行った。

＜材料および方法＞
　著者の所属する大学病院に来院した滑膜疾患症
例を、滑膜に細菌汚染や感染を認めた群（SCS群：
synovical contamination or septis）、関節炎や腱鞘
炎などの滑膜内病変を認めた非感染群（NSISP群：
non-septic,intra-synovial pathology）に分類し、滑
膜構造に臨床的異常所見を認めない群（コント
ロール群）を加えた３群を調査対象とした。SCS群
の症例は以下の３つの条件のなかから１つ以上の
条件が該当するものとした。
①　滑液指標
　総有核細胞数＞20×109 cell/L、
　好中球割合＞80 %かつ総タンパク>30 g/L
②　滑膜組織と創傷に直接交通がある
③　滑液の培養や塗抹標本で細菌を検出
　血液と滑液を採取して、それぞれのSAAとD型乳
酸の濃度、上記の滑液指標を測定した。測定値につ
いて各群間で比較した。また、測定値からROC曲線
*1を作成し、検査項目が診断に有用であるかを評価

した。さらに各測定項目をスピアマンの順位相関
係数テストにより解析した。*1 ROC曲線：receiver 
operating characteristics

＜結果＞
　112頭の馬を調査に用いた（SCS群38頭、NSISP
群66頭、コントロール群8頭）。検査した滑膜構造
のうち、多かったものはdigital flexor tendon 
sheath、第１指（趾）関節、足根下腿関節、橈骨手根
関節であった。
　SCS群の滑液と血中SAA濃度はNSISP群より有意
に高かった（それぞれP=0.03、0.02）。また、SCS群
の血中SAA濃度はコントロール群より有意に高
かった（P=0.009）。　
　ROC曲線の解析では、滑液SAA濃度のカットオ
フ値を1.14μg/mLに設定すると、感度80%、特異
度73%であった。また、血中SAA濃度のカットオフ
値を60.7μg/mLに設定すると感度82.4%、特異度
88.9%であった。
　滑液SAA濃度は滑液中総有核細胞数と血中SAA
との間に正の相関を認めた（それぞれP≦0.001、
P=0.006）。さらに、血中SAA濃度は滑液中総有核細
胞数と滑液総タンパク濃度との間に正の相関を認
めた（それぞれP≦0.001、P=0.015）。
　D型乳酸の値は各群間で有意な差を認めなかっ
た。

＜考察＞
 　SCS群の診断において、滑液と血中SAA濃度は
中等度から高度の感度と特異度を有することが明

らかとなった。このため、SAA濃度はSCSの診断に
有用であることが示唆された。
　SAAによって滑膜疾患の炎症を評価する場合、
その産生由来組織は滑膜であることが望ましい。
しかし、本調査で測定した滑液中SAAの産生組織
は特定できない。ヒトでは血中SAAの滑液内への
漏出が、滑液中SAAの増加を招くとされており、測
定された滑液中SAA濃度は血中SAA濃度を反映し
ている可能性がある。よって、より特異度の高い診
断を行うためには、産生組織によるSAAアイソ
フォームの相違について調査が必要である。
　D型乳酸値は各群で有意差を認めなかった。こ
のため診断方法として不適であることが示唆され
た。細菌によるD型乳酸の産生有無やその産生量
は細菌種によって異なることが報告されている。
ヒトの感染性滑膜炎で滑液中D型乳酸値が増加す
るという既報と本調査との間で結果が異なる要因
の１つに、原因となっている細菌種の違いがある
かもしれない。

＜筆者感想＞
　滑膜周囲の皮下織に感染を伴う症例では、「感染
が滑膜腔に及んでいるか」が治療方針の決定に特
に重要である。しかし、本調査の対象症例には、滑
膜腔に感染が至らない皮下織感染症（滑膜周囲の
フレグモーネなど）が含まれていないため、この判
定が可能であるか不明である。今後、より幅広い症
例について滑液SAA濃度を調査することで、この
課題の解決が期待される。
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＜背景＞
　Clos t r i d ium  d iffic i l e  （C .d iffic i l e ,  現在は
Clostridioides difficileに名称変更）はグラム陽性の
偏性嫌気性菌であり、ヒトの院内および抗菌薬関
連下痢症の主要な原因菌と考えられている。
Clostridium difficile 関連下痢症（CDAD）の発症メ
カニズムは完全に解明されていないが、抗菌薬投
与による腸内細菌叢の破壊が一因であることが指
摘されている。また、入院や胃酸抑制剤の投与が発
症の事前因子として報告されている。
　C.difficileはウマの急性下痢症や大腸炎の原因菌
としても知られている。抗菌薬投与はウマにおい
ても主要な発症要因と考えられており、エリスロ
マイシンやペニシリン投与後の発症が報告されて
いる。しかし、抗菌薬投与歴がないウマにおいても
CADAの発症が報告されており、抗菌薬と発症との
関連性は十分には解明されていない。また、
C.difficileが分離されない下痢症（非CDAD）とCDAD
との違いに関する報告もない現状にある。本研究
の目的は、CDADと非CDADの症状、発症の事前因
子、治療成績を比較し、CDAD特徴を明らかとする
ことである。

＜材料および方法＞
　オンタリオ獣医大学動物病院において糞便の
C.difficile A/B毒素ELISA検査を行ったウマを対象
とした。CDADの診断基準は、入院時または入院後
24時間以内に下痢があり、入院後24時間以内に糞
便の毒素ELISA検査陽性となったウマとした。院内
感染の可能性が考えられる入院後24時間以降の
陽性確認例は除外した。非CDADの基準は入院時
または入院後24時間以内に下痢があり、糞便の毒
素ELISA検査陰性となったウマとした。
　発症の事前因子として発症30日以内の抗菌薬
投与、胃酸抑制剤による治療、輸送、飼料や飼育方
法の変更、手術および入院の有無についてCDAD
群と非CDAD群間で比較した。また、初診時の症状
として、粘膜色、毛細血管再充填時間、脱水状態、疝
痛症状、腹部膨満を調査した。治療薬に関してはメ
トロニダゾール、広域非経口抗菌薬、経口
di-tri-octahedral （DTO）スメクタイト、血漿輸液の
効果を評価した。年齢の群間比較はマンホイット
ニーのU testを、カテゴリーデータはカイ２乗検定
で比較した。CDADの事前因子および治療薬は、前
方ステップワイズ法によるロジスティック回帰分
析を用い、p < 0.25の因子をモデルに組み込んだ

後、最終モデルにおいてp < 0.05を有意差有りと
した。

＜結果＞
　毒素ELISA検査の結果からCDAD群は36頭、非
CDAD群は116頭であったが、CDADを発症したウ
マはすべて異なる牧場で飼育されており、同一牧
場による集団発生は確認されなかった。対象馬お
よび農場の種類（種、用途など）に群間差はなかっ
たが、季節分布には群間差があり、冬にCDADが多
く発症していた。
　発症の事前因子に関しては両群間に有意な差は
認めなかったが、両群ともに事前の抗菌薬投与と
発症に関連性を認めた（CDAD; 29%、 非CDAD; 
36%）。発症前にセファロスポリン、ペニシリン、ゲ
ンタマイシン、エリスロマイシン、フルオロキノロ
ンなど多数の抗菌薬が両群のウマに投与されてい
たが、特にエリスロマイシンを投与された成馬に
多くの発症を認めた。
　両群の全死亡率は19％であり、CDAD群と非
CDAD群との間に差はなく、成馬と子馬の死亡率
にも差はなかった。また、両群の各種症状について
も有意差は認めなかった。
　治療薬としてメトロニダゾールはCDAD群にお
いて投与と生存に有意な関連を認めたが（オッズ
比8.0、p = 0.03）、非CDAD群では関連を認めな
かった（オッズ比 0.67、p = 0.45）。その他の治療に
ついては両群ともに生存と関連性がなかった。

＜考察＞
 本研究のCDAD発症馬における事前の抗菌薬投与
の割合は26%であり、大半が抗菌薬投与後に発生
したというスウェーデンのウマの報告やヒトの報
告とは異なる結果となった。これらが動物種差や
地域差によるものなのかは不明であるが、少なく
とも本調査地域では抗菌薬投与後の発症ではない
下痢症に対してもC.difficile検査の必要性が示唆さ
れた。
　ヒトではセファロスポリン、フルオロキノロン、
クリンダマイシンが発症リスクの高い抗菌薬と考
えられているが、本研究では相対リスクを評価す
ることは困難であった。しかし、エリスロマイシン
を投与した成馬に発症が多く、エリスロマイシン
の成馬への投与には注意が必要である。
　メトロニダゾールの投与がCDADに対し有効性
を認めた唯一の治療法であった。しかし、大半の
CDAD症例に対して、輸液、低用量フルニキシン、
DTOスメクタイトが投与されており、メトロニダ
ゾールのみの治療効果を検証することは困難で
あった。
　C.difficileは、ウマ下痢症の重要な原因菌である
が、臨床症状や事前因子から非CDADと類症鑑別
することは困難であった。抗菌薬投与はウマ下痢
症発症の原因の一つであると考えられているが、
本研究では抗菌薬投与後の発症例は既報ほど多く
はなかった。臨床成績に基づく回顧的調査には限
界があり、CDADの病態解明には更なる研究が必
要である。

Clostridium difficile associated diarrhea in horses within the
community: predictors, clinical presentation and outcome

J. S. Weese, L. Toxopeus, L. Arroyo
Equine Veterinary Journal 2006, 38: 185-188

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　黒田泰輔

ウマ 関連下痢症：
事前因子、症状、予後について
Clostridium difficile
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＜背景＞
　Clos t r i d ium  d iffic i l e  （C .d iffic i l e ,  現在は
Clostridioides difficileに名称変更）はグラム陽性の
偏性嫌気性菌であり、ヒトの院内および抗菌薬関
連下痢症の主要な原因菌と考えられている。
Clostridium difficile 関連下痢症（CDAD）の発症メ
カニズムは完全に解明されていないが、抗菌薬投
与による腸内細菌叢の破壊が一因であることが指
摘されている。また、入院や胃酸抑制剤の投与が発
症の事前因子として報告されている。
　C.difficileはウマの急性下痢症や大腸炎の原因菌
としても知られている。抗菌薬投与はウマにおい
ても主要な発症要因と考えられており、エリスロ
マイシンやペニシリン投与後の発症が報告されて
いる。しかし、抗菌薬投与歴がないウマにおいても
CADAの発症が報告されており、抗菌薬と発症との
関連性は十分には解明されていない。また、
C.difficileが分離されない下痢症（非CDAD）とCDAD
との違いに関する報告もない現状にある。本研究
の目的は、CDADと非CDADの症状、発症の事前因
子、治療成績を比較し、CDAD特徴を明らかとする
ことである。

＜材料および方法＞
　オンタリオ獣医大学動物病院において糞便の
C.difficile A/B毒素ELISA検査を行ったウマを対象
とした。CDADの診断基準は、入院時または入院後
24時間以内に下痢があり、入院後24時間以内に糞
便の毒素ELISA検査陽性となったウマとした。院内
感染の可能性が考えられる入院後24時間以降の
陽性確認例は除外した。非CDADの基準は入院時
または入院後24時間以内に下痢があり、糞便の毒
素ELISA検査陰性となったウマとした。
　発症の事前因子として発症30日以内の抗菌薬
投与、胃酸抑制剤による治療、輸送、飼料や飼育方
法の変更、手術および入院の有無についてCDAD
群と非CDAD群間で比較した。また、初診時の症状
として、粘膜色、毛細血管再充填時間、脱水状態、疝
痛症状、腹部膨満を調査した。治療薬に関してはメ
トロニダゾール、広域非経口抗菌薬、経口
di-tri-octahedral （DTO）スメクタイト、血漿輸液の
効果を評価した。年齢の群間比較はマンホイット
ニーのU testを、カテゴリーデータはカイ２乗検定
で比較した。CDADの事前因子および治療薬は、前
方ステップワイズ法によるロジスティック回帰分
析を用い、p < 0.25の因子をモデルに組み込んだ

後、最終モデルにおいてp < 0.05を有意差有りと
した。

＜結果＞
　毒素ELISA検査の結果からCDAD群は36頭、非
CDAD群は116頭であったが、CDADを発症したウ
マはすべて異なる牧場で飼育されており、同一牧
場による集団発生は確認されなかった。対象馬お
よび農場の種類（種、用途など）に群間差はなかっ
たが、季節分布には群間差があり、冬にCDADが多
く発症していた。
　発症の事前因子に関しては両群間に有意な差は
認めなかったが、両群ともに事前の抗菌薬投与と
発症に関連性を認めた（CDAD; 29%、 非CDAD; 
36%）。発症前にセファロスポリン、ペニシリン、ゲ
ンタマイシン、エリスロマイシン、フルオロキノロ
ンなど多数の抗菌薬が両群のウマに投与されてい
たが、特にエリスロマイシンを投与された成馬に
多くの発症を認めた。
　両群の全死亡率は19％であり、CDAD群と非
CDAD群との間に差はなく、成馬と子馬の死亡率
にも差はなかった。また、両群の各種症状について
も有意差は認めなかった。
　治療薬としてメトロニダゾールはCDAD群にお
いて投与と生存に有意な関連を認めたが（オッズ
比8.0、p = 0.03）、非CDAD群では関連を認めな
かった（オッズ比 0.67、p = 0.45）。その他の治療に
ついては両群ともに生存と関連性がなかった。

＜考察＞
 本研究のCDAD発症馬における事前の抗菌薬投与
の割合は26%であり、大半が抗菌薬投与後に発生
したというスウェーデンのウマの報告やヒトの報
告とは異なる結果となった。これらが動物種差や
地域差によるものなのかは不明であるが、少なく
とも本調査地域では抗菌薬投与後の発症ではない
下痢症に対してもC.difficile検査の必要性が示唆さ
れた。
　ヒトではセファロスポリン、フルオロキノロン、
クリンダマイシンが発症リスクの高い抗菌薬と考
えられているが、本研究では相対リスクを評価す
ることは困難であった。しかし、エリスロマイシン
を投与した成馬に発症が多く、エリスロマイシン
の成馬への投与には注意が必要である。
　メトロニダゾールの投与がCDADに対し有効性
を認めた唯一の治療法であった。しかし、大半の
CDAD症例に対して、輸液、低用量フルニキシン、
DTOスメクタイトが投与されており、メトロニダ
ゾールのみの治療効果を検証することは困難で
あった。
　C.difficileは、ウマ下痢症の重要な原因菌である
が、臨床症状や事前因子から非CDADと類症鑑別
することは困難であった。抗菌薬投与はウマ下痢
症発症の原因の一つであると考えられているが、
本研究では抗菌薬投与後の発症例は既報ほど多く
はなかった。臨床成績に基づく回顧的調査には限
界があり、CDADの病態解明には更なる研究が必
要である。
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第29回日本臨床スポーツ医学会学術集会

　平成30年11月2～3日に札幌コンベンションセ
ンターで開催された第29回日本臨床スポーツ医
学会学術集会に参加したので、その概要を報告す
る。　　　　　　　　　　　　　　
　日本臨床スポーツ医学会学術集会は今年で29
回を迎える学術大会であり、スポーツ障害やメタ
ボリックシンドロームなど様々な臨床医療に即し
た問題を中心に、9つのシンポジウム、6つの教育
研修講演、3つのワークショップ、450を越える一
般演題があった。以下に馬の研究にも応用できそ
うな発表を紹介する。

○高地トレーニングによって生体に生じる血液学
的低酸素応答についての検討

遠藤直哉ら（日本体育大学） 
　様々な競技において低酸素環境である高地ト
レーニングが行われている。しかし、高地トレーニ
ングの指標となる血液検査項目は十分検討されて
いない項目もある。そこで、高地トレーニングに
よって生じる低酸素応答に伴う血液学的変化を評
価し、高地トレーニングの効果や影響について検
討することを目的とした。2017年11月27日～12
月17日までの21日間に標高2320mのスペイン・
シエラネバダにて合宿を行った競泳日本代表選手
15名を対象に血液検査を実施した。血液サンプル
は高地トレーニング実施前、および高地より下山
後6日に静脈より採取した。血液検査の結果、赤血
球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値は有意に
増加した。一方、網状赤血球数、クレアチンキナー
ゼ、フェリチン、グリコアルブミンおよびヘモグロ
ビンA1c濃度が有意に減少した。エリスロポイエ
チンおよび血管内皮増殖因子に変化は認められな
かった。赤血球数やヘモグロビン、ヘマトクリット
値など酸素運搬に関わる血液検査項目が有意に増
加していたのは、低酸素刺激に伴う低酸素誘導因
子の活性化から、赤血球合成が活性化されたこと

が原因考えられる。その結果、血清鉄の利用が亢進
し、貯蔵鉄を反映するフェリチンが低下したと考
えられる。この変化はエリスロポイエチンの活性
化から生じるが、低酸素刺激に伴うエリスロポイ
エチンの活性化は高所滞在後1，2日で起こり、約
2，3週間後には元のレベルに戻ると言われてい
る。そのため、本研究においてもエリスロポイエチ
ンに変化がなかったと考えられる。グリコアルブ
ミンおよびヘモグロビンA1cの低下は低酸素誘導
因子により組織内ミトコンドリアにおける有気的
解糖の阻害と、それに伴う嫌気的解糖によるエネ
ルギー産生の増加から、グルコース利用が増加し
た結果、生じたものと考えられる。以上の結果から
今まで検討されていなかったグリコアルブミンお
よびヘモグロビンA1cが高地トレーニングのト
レーニング効果を評価する新たな指標として有用
であると考えられた。
　競泳日本代表チームはこの高地トレーニングを
行うことで好成績を収めており、血液検査からも、
明らかなトレーニング効果が認められる。馬のト
レーニング効果は概ね3週間程度で認められる
が、ヒトのアスリートにおいても低酸素環境下で
同程度の期間において適応が認められることは興
味深い。

○大学女子長距離選手における下肢筋力と骨代謝
マーカーの関係

藤田真平ら（順天堂大学）
　疲労骨折を予防する方法として疲労の軽減など
に加えて下肢筋力の強化があげられている。また、
骨代謝マーカーは疲労骨折の既往歴がある選手で
高いことが知られているが、下肢筋力と骨代謝
マーカーとの関係は調査されていない。そこで、女
子長距離選手を対象に骨代謝マーカーと膝関節伸
展・屈曲筋力の関係を明らかにすることとした。調
査対象は大学女子長距離選手10名とした。骨代謝

マーカーとしてI型プロコラーゲン-N-ペプチド、
骨吸収マーカーとして酒石酸抵抗性酸フォスファ
ターゼ5bを測定した。筋力は膝関節伸展・屈曲筋
筋力を短縮性収縮下角速度60･180度/秒、伸張性
収縮下角速度60･180度/秒、等尺性筋力を測定し
た。それぞれの最大トルク、最大仕事量を評価し、
各測定項目の相関関係を分析した。その結果、I型
プロコラーゲン-N -ペプチドは86 .2±43 .2  
ng/mL、酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ5bは
373.5±143.8 mU/dLであった。I型プロコラーゲ
ン-N-ペプチドと酒石酸抵抗性酸フォスファター
ゼ5bは強い正の相関関係が認められた（r = 0.92, 
p < 0.01）。膝関節伸展短縮性収縮下角速度60度/
秒の最大仕事量とプロコラーゲン-N-ペプチドお
よび酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ5bの間に
負の相関関係が認められた。また、膝関節屈曲短縮
性収縮下角速度180度/秒の最大トルクとプロコ
ラーゲン-N-ペプチドおよび酒石酸抵抗性酸フォ
スファターゼ5bの間に負の相関関係が認められ
た。膝関節伸展・屈曲筋筋力が低い選手ほど骨形成
および骨吸収マーカーが高く、高回転型の骨代謝
動態である可能性が示された。
　下肢筋力が低いことが骨の負担を大きくし骨折
のリスクが上がる可能性を示した報告であり、着
眼点が新しく非常に興味が持たれた。若い馬にお
いては、特に骨疾患がトレーニングの妨げとなる
が、骨代謝マーカーとトレーニングの程度を総合
的に考えることで、骨に関わる障害を減らせる可
能性があると考えられた。

（大村　一）

○2018FIFAワールドカップロシア大会における
メディカルサポート

池田　浩（順天堂大学）
　演者は1993年よりジェフユナイテッド市原・千
葉のチームドクターを、2010年からはサッカー日
本代表のチームドクターを務めており、さらに
2014年からは日本サッカー協会医学委員長も務
めている経験豊富なスポーツドクターである。
サッカーワールドカップでは怪我や試合中の突然
死を防ぐために、すべての選手において大会前の
メディカルチェックを義務づけており、医師1名

を含む4名で構成される救急チームを2チーム待
機させる上、ビデオ解析システムを利用して、脳し
んとうや打撲などの受傷をチェックするなど様々
な取り組みがなされている。
　2010年のチーム立ち上げ以降、怪我の状態、血
液検査や心拍変動解析の結果などから選手のコン
ディションを客観的に評価して、その結果に基づ
いて個別の対応を図るというコンセプトがあっ
た。それにも関わらず、2014年ワールドカップブ
ラジル大会においては、シーズン終了直後の海外
組、シーズン開幕3ヶ月後の国内組、怪我からの復
帰組というコンディションの異なる選手たちに、
ほぼ同一のしかも高強度のトレーニングを負荷し
てしまい、疲労が残る状態で本大会に突入し、期待
されていたような結果を残すことができなかっ
た。
　その苦い経験を元に2018年のロシア大会にお
いては、所属クラブでの出場時間やYo-Yoテスト
と呼ばれる漸増運動負荷テストや乳酸テストの結
果からチーム分けを行い、個別のトレーニングを
負荷した。また、大会1年前から定期的にクレアチ
ニンキナーゼ（CK）測定や唾液中コルチゾール測
定を実施し（大会中は3日に1回程度測定）、各選手
のベースラインの値を元にカットオフ値を設定
し、測定値がカットオフ値を超えた場合、トレーニ
ングの強度や量をコントロールしていた。その結
果、大会期間のCKは500程度を推移していたよう
である。また、怪我からの復帰組にはYo-Yoテスト
を頻繁に実施して、持久力レベルを確認しながら、
トレーニング強度を調節していた。これらの取り
組みもあり、ロシア大会では別メニューになった
外科疾患は7件あったが、練習に起因するものは0
件であった。
　「個別のトレーニングメニューを負荷しなけれ
ばいけない」というのは、どのトレーニングの教科
書にも書いてある、５つのトレーニングの原則の
一つである。サッカー日本代表チームが測定して
いた乳酸、CK、コルチゾールにしても特に目新し
いものではなく、競走馬においても容易に測定で
きる指標である。しかし、その原則の重要性を選手
やコーチ、監督にしっかりと理解してもらい、練習
メニューの中に運動負荷試験や血液検査を組み込

み、さらにその測定結果に基づいて、トレーニング
メニューを変更していくという作業は、ドクター
と現場との信頼関係が構築されていないと難しい
ものであるだろう。JRAのオフィシャル獣医とい
う立場で、個別の厩舎にトレーニングメニューの
変更にまで介入するというのはややハードルが高
いように感じるが、日本馬が海外遠征に行ってい

るような際には、普段とは異なる環境でトレーニ
ングを実施することになる。このような場合には
コンディションのモニタリングやトレーニング強
度の評価は普段以上に有用となるため、検討の価
値はあるのではないだろうか。

（向井和隆）
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　平成30年11月2～3日に札幌コンベンションセ
ンターで開催された第29回日本臨床スポーツ医
学会学術集会に参加したので、その概要を報告す
る。　　　　　　　　　　　　　　
　日本臨床スポーツ医学会学術集会は今年で29
回を迎える学術大会であり、スポーツ障害やメタ
ボリックシンドロームなど様々な臨床医療に即し
た問題を中心に、9つのシンポジウム、6つの教育
研修講演、3つのワークショップ、450を越える一
般演題があった。以下に馬の研究にも応用できそ
うな発表を紹介する。

○高地トレーニングによって生体に生じる血液学
的低酸素応答についての検討

遠藤直哉ら（日本体育大学） 
　様々な競技において低酸素環境である高地ト
レーニングが行われている。しかし、高地トレーニ
ングの指標となる血液検査項目は十分検討されて
いない項目もある。そこで、高地トレーニングに
よって生じる低酸素応答に伴う血液学的変化を評
価し、高地トレーニングの効果や影響について検
討することを目的とした。2017年11月27日～12
月17日までの21日間に標高2320mのスペイン・
シエラネバダにて合宿を行った競泳日本代表選手
15名を対象に血液検査を実施した。血液サンプル
は高地トレーニング実施前、および高地より下山
後6日に静脈より採取した。血液検査の結果、赤血
球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値は有意に
増加した。一方、網状赤血球数、クレアチンキナー
ゼ、フェリチン、グリコアルブミンおよびヘモグロ
ビンA1c濃度が有意に減少した。エリスロポイエ
チンおよび血管内皮増殖因子に変化は認められな
かった。赤血球数やヘモグロビン、ヘマトクリット
値など酸素運搬に関わる血液検査項目が有意に増
加していたのは、低酸素刺激に伴う低酸素誘導因
子の活性化から、赤血球合成が活性化されたこと

が原因考えられる。その結果、血清鉄の利用が亢進
し、貯蔵鉄を反映するフェリチンが低下したと考
えられる。この変化はエリスロポイエチンの活性
化から生じるが、低酸素刺激に伴うエリスロポイ
エチンの活性化は高所滞在後1，2日で起こり、約
2，3週間後には元のレベルに戻ると言われてい
る。そのため、本研究においてもエリスロポイエチ
ンに変化がなかったと考えられる。グリコアルブ
ミンおよびヘモグロビンA1cの低下は低酸素誘導
因子により組織内ミトコンドリアにおける有気的
解糖の阻害と、それに伴う嫌気的解糖によるエネ
ルギー産生の増加から、グルコース利用が増加し
た結果、生じたものと考えられる。以上の結果から
今まで検討されていなかったグリコアルブミンお
よびヘモグロビンA1cが高地トレーニングのト
レーニング効果を評価する新たな指標として有用
であると考えられた。
　競泳日本代表チームはこの高地トレーニングを
行うことで好成績を収めており、血液検査からも、
明らかなトレーニング効果が認められる。馬のト
レーニング効果は概ね3週間程度で認められる
が、ヒトのアスリートにおいても低酸素環境下で
同程度の期間において適応が認められることは興
味深い。

○大学女子長距離選手における下肢筋力と骨代謝
マーカーの関係

藤田真平ら（順天堂大学）
　疲労骨折を予防する方法として疲労の軽減など
に加えて下肢筋力の強化があげられている。また、
骨代謝マーカーは疲労骨折の既往歴がある選手で
高いことが知られているが、下肢筋力と骨代謝
マーカーとの関係は調査されていない。そこで、女
子長距離選手を対象に骨代謝マーカーと膝関節伸
展・屈曲筋力の関係を明らかにすることとした。調
査対象は大学女子長距離選手10名とした。骨代謝

マーカーとしてI型プロコラーゲン-N-ペプチド、
骨吸収マーカーとして酒石酸抵抗性酸フォスファ
ターゼ5bを測定した。筋力は膝関節伸展・屈曲筋
筋力を短縮性収縮下角速度60･180度/秒、伸張性
収縮下角速度60･180度/秒、等尺性筋力を測定し
た。それぞれの最大トルク、最大仕事量を評価し、
各測定項目の相関関係を分析した。その結果、I型
プロコラーゲン-N -ペプチドは86 .2±43 .2  
ng/mL、酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ5bは
373.5±143.8 mU/dLであった。I型プロコラーゲ
ン-N-ペプチドと酒石酸抵抗性酸フォスファター
ゼ5bは強い正の相関関係が認められた（r = 0.92, 
p < 0.01）。膝関節伸展短縮性収縮下角速度60度/
秒の最大仕事量とプロコラーゲン-N-ペプチドお
よび酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ5bの間に
負の相関関係が認められた。また、膝関節屈曲短縮
性収縮下角速度180度/秒の最大トルクとプロコ
ラーゲン-N-ペプチドおよび酒石酸抵抗性酸フォ
スファターゼ5bの間に負の相関関係が認められ
た。膝関節伸展・屈曲筋筋力が低い選手ほど骨形成
および骨吸収マーカーが高く、高回転型の骨代謝
動態である可能性が示された。
　下肢筋力が低いことが骨の負担を大きくし骨折
のリスクが上がる可能性を示した報告であり、着
眼点が新しく非常に興味が持たれた。若い馬にお
いては、特に骨疾患がトレーニングの妨げとなる
が、骨代謝マーカーとトレーニングの程度を総合
的に考えることで、骨に関わる障害を減らせる可
能性があると考えられた。

（大村　一）

○2018FIFAワールドカップロシア大会における
メディカルサポート

池田　浩（順天堂大学）
　演者は1993年よりジェフユナイテッド市原・千
葉のチームドクターを、2010年からはサッカー日
本代表のチームドクターを務めており、さらに
2014年からは日本サッカー協会医学委員長も務
めている経験豊富なスポーツドクターである。
サッカーワールドカップでは怪我や試合中の突然
死を防ぐために、すべての選手において大会前の
メディカルチェックを義務づけており、医師1名

を含む4名で構成される救急チームを2チーム待
機させる上、ビデオ解析システムを利用して、脳し
んとうや打撲などの受傷をチェックするなど様々
な取り組みがなされている。
　2010年のチーム立ち上げ以降、怪我の状態、血
液検査や心拍変動解析の結果などから選手のコン
ディションを客観的に評価して、その結果に基づ
いて個別の対応を図るというコンセプトがあっ
た。それにも関わらず、2014年ワールドカップブ
ラジル大会においては、シーズン終了直後の海外
組、シーズン開幕3ヶ月後の国内組、怪我からの復
帰組というコンディションの異なる選手たちに、
ほぼ同一のしかも高強度のトレーニングを負荷し
てしまい、疲労が残る状態で本大会に突入し、期待
されていたような結果を残すことができなかっ
た。
　その苦い経験を元に2018年のロシア大会にお
いては、所属クラブでの出場時間やYo-Yoテスト
と呼ばれる漸増運動負荷テストや乳酸テストの結
果からチーム分けを行い、個別のトレーニングを
負荷した。また、大会1年前から定期的にクレアチ
ニンキナーゼ（CK）測定や唾液中コルチゾール測
定を実施し（大会中は3日に1回程度測定）、各選手
のベースラインの値を元にカットオフ値を設定
し、測定値がカットオフ値を超えた場合、トレーニ
ングの強度や量をコントロールしていた。その結
果、大会期間のCKは500程度を推移していたよう
である。また、怪我からの復帰組にはYo-Yoテスト
を頻繁に実施して、持久力レベルを確認しながら、
トレーニング強度を調節していた。これらの取り
組みもあり、ロシア大会では別メニューになった
外科疾患は7件あったが、練習に起因するものは0
件であった。
　「個別のトレーニングメニューを負荷しなけれ
ばいけない」というのは、どのトレーニングの教科
書にも書いてある、５つのトレーニングの原則の
一つである。サッカー日本代表チームが測定して
いた乳酸、CK、コルチゾールにしても特に目新し
いものではなく、競走馬においても容易に測定で
きる指標である。しかし、その原則の重要性を選手
やコーチ、監督にしっかりと理解してもらい、練習
メニューの中に運動負荷試験や血液検査を組み込

み、さらにその測定結果に基づいて、トレーニング
メニューを変更していくという作業は、ドクター
と現場との信頼関係が構築されていないと難しい
ものであるだろう。JRAのオフィシャル獣医とい
う立場で、個別の厩舎にトレーニングメニューの
変更にまで介入するというのはややハードルが高
いように感じるが、日本馬が海外遠征に行ってい

るような際には、普段とは異なる環境でトレーニ
ングを実施することになる。このような場合には
コンディションのモニタリングやトレーニング強
度の評価は普段以上に有用となるため、検討の価
値はあるのではないだろうか。

（向井和隆）
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　平成30年11月2～3日に札幌コンベンションセ
ンターで開催された第29回日本臨床スポーツ医
学会学術集会に参加したので、その概要を報告す
る。　　　　　　　　　　　　　　
　日本臨床スポーツ医学会学術集会は今年で29
回を迎える学術大会であり、スポーツ障害やメタ
ボリックシンドロームなど様々な臨床医療に即し
た問題を中心に、9つのシンポジウム、6つの教育
研修講演、3つのワークショップ、450を越える一
般演題があった。以下に馬の研究にも応用できそ
うな発表を紹介する。

○高地トレーニングによって生体に生じる血液学
的低酸素応答についての検討

遠藤直哉ら（日本体育大学） 
　様々な競技において低酸素環境である高地ト
レーニングが行われている。しかし、高地トレーニ
ングの指標となる血液検査項目は十分検討されて
いない項目もある。そこで、高地トレーニングに
よって生じる低酸素応答に伴う血液学的変化を評
価し、高地トレーニングの効果や影響について検
討することを目的とした。2017年11月27日～12
月17日までの21日間に標高2320mのスペイン・
シエラネバダにて合宿を行った競泳日本代表選手
15名を対象に血液検査を実施した。血液サンプル
は高地トレーニング実施前、および高地より下山
後6日に静脈より採取した。血液検査の結果、赤血
球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値は有意に
増加した。一方、網状赤血球数、クレアチンキナー
ゼ、フェリチン、グリコアルブミンおよびヘモグロ
ビンA1c濃度が有意に減少した。エリスロポイエ
チンおよび血管内皮増殖因子に変化は認められな
かった。赤血球数やヘモグロビン、ヘマトクリット
値など酸素運搬に関わる血液検査項目が有意に増
加していたのは、低酸素刺激に伴う低酸素誘導因
子の活性化から、赤血球合成が活性化されたこと

が原因考えられる。その結果、血清鉄の利用が亢進
し、貯蔵鉄を反映するフェリチンが低下したと考
えられる。この変化はエリスロポイエチンの活性
化から生じるが、低酸素刺激に伴うエリスロポイ
エチンの活性化は高所滞在後1，2日で起こり、約
2，3週間後には元のレベルに戻ると言われてい
る。そのため、本研究においてもエリスロポイエチ
ンに変化がなかったと考えられる。グリコアルブ
ミンおよびヘモグロビンA1cの低下は低酸素誘導
因子により組織内ミトコンドリアにおける有気的
解糖の阻害と、それに伴う嫌気的解糖によるエネ
ルギー産生の増加から、グルコース利用が増加し
た結果、生じたものと考えられる。以上の結果から
今まで検討されていなかったグリコアルブミンお
よびヘモグロビンA1cが高地トレーニングのト
レーニング効果を評価する新たな指標として有用
であると考えられた。
　競泳日本代表チームはこの高地トレーニングを
行うことで好成績を収めており、血液検査からも、
明らかなトレーニング効果が認められる。馬のト
レーニング効果は概ね3週間程度で認められる
が、ヒトのアスリートにおいても低酸素環境下で
同程度の期間において適応が認められることは興
味深い。

○大学女子長距離選手における下肢筋力と骨代謝
マーカーの関係

藤田真平ら（順天堂大学）
　疲労骨折を予防する方法として疲労の軽減など
に加えて下肢筋力の強化があげられている。また、
骨代謝マーカーは疲労骨折の既往歴がある選手で
高いことが知られているが、下肢筋力と骨代謝
マーカーとの関係は調査されていない。そこで、女
子長距離選手を対象に骨代謝マーカーと膝関節伸
展・屈曲筋力の関係を明らかにすることとした。調
査対象は大学女子長距離選手10名とした。骨代謝

第10回多血小板血漿（PRP）療法研究会

   平成30年11月18日にホテルマイステイズ新大
阪コンファレンスセンター（大阪府）にて開催され
た第10回多血小板血漿（PRP）療法研究会に参加し
ましたので、その概要を報告します。
　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究の成績について、主に歯科口腔外科、
整形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に
情報交換できる場として2009年より開催されて
いる。ヒト医療分野では2014年からPRP療法が公
的に再生医療の一部として認められ、再生医療等
安全性確保法による一定のPRP使用規制が始まっ
た。これにより、ヒトでの新規PRP研究や臨床使用
に関する手続きがやや煩雑となった。この影響か
らか、本研究会では口頭発表が減少し、本年より
DDS再生医療研究会との共催となった。

○多血小板血漿（PRP）がヒト培養毛乳頭細胞に及
ぼす影響

藤田千春（聖マリアンナ医科大学）
　多血小板血漿（PRP）は、育毛治療にも応用され
ている。演者らはPRPがヒト培養毛乳頭細胞に及
ぼす影響を分子生物学的に検討した。具体的には、
ヒト培養毛乳頭細胞にPRPを添加し、経時的に
FGF-2、VEGF、BMP-2、Wnt5aの遺伝子発現をqPCR
で測定した。その結果、毛乳頭細胞のFGF-2、VEGF、
BMP-2、Wnt5aの遺伝子発現は、PRP添加2時間後
に、無添加に比較して有意に増加した。また、
FGF-2、Wnt5aは24時間後までその高発現を維持
したが、VEGFの発現は低下傾向を示した。一方、
BMP-2は24時間後に有意な発現低下が認められ

た。
　今回測定した遺伝子群は毛乳頭細胞における発
毛関連の遺伝子群であり、PRPによる発現増強が
in vivoにおける退行期の毛包の活性化を促すこと
で、毛根の退縮や退化を抑止させている可能性が
推察された。特に、アポトーシスを抑止させること
で知られるWnt5aやBMP-2の発現増強は、毛乳頭
の分化誘導と萎縮を抑制させている可能性を示唆
していると考えられた。しかし、これらの反応は非
常に短期的であり、長期的効果を考慮するにはさ
らなる検証が必要であると述べていた。
　我々もPRPの筋損傷に対する影響を調査してい
るが、in vivoにおける効果が非常に短期的である
ことを確認している。また、in vivoで毛髪再生に関
連した効果を長期間追跡調査することは、他の要
因が関連してしまうため結果を考察するのが非常
に困難であると述べていた。以前PRPの育毛治療
への臨床的効果を検証した実験結果が本研究会で
報告されたが、これも非常に短期的であったとい
う内容だった。これらのことを考慮すると、本発表
はPRP投与が組織に与える影響は大きいながらも
非常に短期である可能性があるというこれまでの
報告を支持する内容であろうと考えられた。

○異なる遠心分離条件・凝固系で作製した血漿と
フィブリンの比較検討

押部成美（東京医科歯科大学）
　ヒト医療では多血小板血漿（PRP）よりもむしろ
多血小板フィブリン（PRF）を好んで使用する傾向
にある。PRPは抗凝固剤を使用して採材した末梢

血を使用し、専用キットや2回遠心法を用いて作
製するため、やや手間がかかる。一方、ゲル化PRF
は採材したばかりの末梢血をそのままガラス管で
遠心すれば作製できるため、迅速、簡便かつ低コス
トな方法と言える。演者らはさまざまな遠心条件
でゲル化PRF、乏血小板フィブリン、PRP、乏血小板
血漿（PPP）を作製した。PRPおよびPPPはカルシウ
ム添加によりゲル化させ、遠心して回収した各上
清中の血小板由来成長因子（PDGF）濃度の比較と
電顕によるフィブリンゲル形態の比較を行った。
この結果、上清中PDGF濃度はPRPにおいて有意に
高く、PPPで有意に低かった。フィブリンゲル構造
では、乏血小板フィブリンおよびPPPゲルのフィ
ブリン線維が太く、PRPゲルの線維が最も細かっ
た。エネルギー分散型X線分析（EDS）による含有元
素定量分析を行うと、PPPゲルにはカルシウムや
リンを多く含む構造物が確認され、PPPは骨形成
促進作用に関与している可能性があると考えられ
た。
　演者らは4年前にも、犬の歯科におけるPPPの有

効性とPRPの骨分化に対するネガティヴ効果につ
いて報告している。このグループは、PRP中に存在
する高濃度の成長因子が細胞増殖効果を高める反
面、分化に対してはマイナスであると報告してい
る。PRP単独での骨形成に対する効果については、
PRP中にBMPのような骨形成に関わる直接的な因
子が多く存在していないため一般的には疑問視さ
れている。さらにPRP中の高濃度サイトカインが
さまざまな細胞の分化に悪影響を与える可能性に
ついて懸念する報告も散見される。PRPおよびPPP
はその構成サイトカイン成分によって治療効果が
変わることがあり、演者らの4年前の報告ではPPP
中の成長因子濃度も高い傾向があったため、今回
の報告をそのままPPPの有効性につなげることに
は疑問がある。本研究でPRPによるマイナスエ
フェクトが完全に否定されたわけではないが、今
後考慮しておかなければならない内容であると考
えた。

（福田健太郎）

マーカーとしてI型プロコラーゲン-N-ペプチド、
骨吸収マーカーとして酒石酸抵抗性酸フォスファ
ターゼ5bを測定した。筋力は膝関節伸展・屈曲筋
筋力を短縮性収縮下角速度60･180度/秒、伸張性
収縮下角速度60･180度/秒、等尺性筋力を測定し
た。それぞれの最大トルク、最大仕事量を評価し、
各測定項目の相関関係を分析した。その結果、I型
プロコラーゲン-N -ペプチドは86 .2±43 .2  
ng/mL、酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ5bは
373.5±143.8 mU/dLであった。I型プロコラーゲ
ン-N-ペプチドと酒石酸抵抗性酸フォスファター
ゼ5bは強い正の相関関係が認められた（r = 0.92, 
p < 0.01）。膝関節伸展短縮性収縮下角速度60度/
秒の最大仕事量とプロコラーゲン-N-ペプチドお
よび酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ5bの間に
負の相関関係が認められた。また、膝関節屈曲短縮
性収縮下角速度180度/秒の最大トルクとプロコ
ラーゲン-N-ペプチドおよび酒石酸抵抗性酸フォ
スファターゼ5bの間に負の相関関係が認められ
た。膝関節伸展・屈曲筋筋力が低い選手ほど骨形成
および骨吸収マーカーが高く、高回転型の骨代謝
動態である可能性が示された。
　下肢筋力が低いことが骨の負担を大きくし骨折
のリスクが上がる可能性を示した報告であり、着
眼点が新しく非常に興味が持たれた。若い馬にお
いては、特に骨疾患がトレーニングの妨げとなる
が、骨代謝マーカーとトレーニングの程度を総合
的に考えることで、骨に関わる障害を減らせる可
能性があると考えられた。

（大村　一）

○2018FIFAワールドカップロシア大会における
メディカルサポート

池田　浩（順天堂大学）
　演者は1993年よりジェフユナイテッド市原・千
葉のチームドクターを、2010年からはサッカー日
本代表のチームドクターを務めており、さらに
2014年からは日本サッカー協会医学委員長も務
めている経験豊富なスポーツドクターである。
サッカーワールドカップでは怪我や試合中の突然
死を防ぐために、すべての選手において大会前の
メディカルチェックを義務づけており、医師1名

を含む4名で構成される救急チームを2チーム待
機させる上、ビデオ解析システムを利用して、脳し
んとうや打撲などの受傷をチェックするなど様々
な取り組みがなされている。
　2010年のチーム立ち上げ以降、怪我の状態、血
液検査や心拍変動解析の結果などから選手のコン
ディションを客観的に評価して、その結果に基づ
いて個別の対応を図るというコンセプトがあっ
た。それにも関わらず、2014年ワールドカップブ
ラジル大会においては、シーズン終了直後の海外
組、シーズン開幕3ヶ月後の国内組、怪我からの復
帰組というコンディションの異なる選手たちに、
ほぼ同一のしかも高強度のトレーニングを負荷し
てしまい、疲労が残る状態で本大会に突入し、期待
されていたような結果を残すことができなかっ
た。
　その苦い経験を元に2018年のロシア大会にお
いては、所属クラブでの出場時間やYo-Yoテスト
と呼ばれる漸増運動負荷テストや乳酸テストの結
果からチーム分けを行い、個別のトレーニングを
負荷した。また、大会1年前から定期的にクレアチ
ニンキナーゼ（CK）測定や唾液中コルチゾール測
定を実施し（大会中は3日に1回程度測定）、各選手
のベースラインの値を元にカットオフ値を設定
し、測定値がカットオフ値を超えた場合、トレーニ
ングの強度や量をコントロールしていた。その結
果、大会期間のCKは500程度を推移していたよう
である。また、怪我からの復帰組にはYo-Yoテスト
を頻繁に実施して、持久力レベルを確認しながら、
トレーニング強度を調節していた。これらの取り
組みもあり、ロシア大会では別メニューになった
外科疾患は7件あったが、練習に起因するものは0
件であった。
　「個別のトレーニングメニューを負荷しなけれ
ばいけない」というのは、どのトレーニングの教科
書にも書いてある、５つのトレーニングの原則の
一つである。サッカー日本代表チームが測定して
いた乳酸、CK、コルチゾールにしても特に目新し
いものではなく、競走馬においても容易に測定で
きる指標である。しかし、その原則の重要性を選手
やコーチ、監督にしっかりと理解してもらい、練習
メニューの中に運動負荷試験や血液検査を組み込

み、さらにその測定結果に基づいて、トレーニング
メニューを変更していくという作業は、ドクター
と現場との信頼関係が構築されていないと難しい
ものであるだろう。JRAのオフィシャル獣医とい
う立場で、個別の厩舎にトレーニングメニューの
変更にまで介入するというのはややハードルが高
いように感じるが、日本馬が海外遠征に行ってい

るような際には、普段とは異なる環境でトレーニ
ングを実施することになる。このような場合には
コンディションのモニタリングやトレーニング強
度の評価は普段以上に有用となるため、検討の価
値はあるのではないだろうか。

（向井和隆）
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   平成30年11月18日にホテルマイステイズ新大
阪コンファレンスセンター（大阪府）にて開催され
た第10回多血小板血漿（PRP）療法研究会に参加し
ましたので、その概要を報告します。
　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究の成績について、主に歯科口腔外科、
整形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に
情報交換できる場として2009年より開催されて
いる。ヒト医療分野では2014年からPRP療法が公
的に再生医療の一部として認められ、再生医療等
安全性確保法による一定のPRP使用規制が始まっ
た。これにより、ヒトでの新規PRP研究や臨床使用
に関する手続きがやや煩雑となった。この影響か
らか、本研究会では口頭発表が減少し、本年より
DDS再生医療研究会との共催となった。

○多血小板血漿（PRP）がヒト培養毛乳頭細胞に及
ぼす影響

藤田千春（聖マリアンナ医科大学）
　多血小板血漿（PRP）は、育毛治療にも応用され
ている。演者らはPRPがヒト培養毛乳頭細胞に及
ぼす影響を分子生物学的に検討した。具体的には、
ヒト培養毛乳頭細胞にPRPを添加し、経時的に
FGF-2、VEGF、BMP-2、Wnt5aの遺伝子発現をqPCR
で測定した。その結果、毛乳頭細胞のFGF-2、VEGF、
BMP-2、Wnt5aの遺伝子発現は、PRP添加2時間後
に、無添加に比較して有意に増加した。また、
FGF-2、Wnt5aは24時間後までその高発現を維持
したが、VEGFの発現は低下傾向を示した。一方、
BMP-2は24時間後に有意な発現低下が認められ

た。
　今回測定した遺伝子群は毛乳頭細胞における発
毛関連の遺伝子群であり、PRPによる発現増強が
in vivoにおける退行期の毛包の活性化を促すこと
で、毛根の退縮や退化を抑止させている可能性が
推察された。特に、アポトーシスを抑止させること
で知られるWnt5aやBMP-2の発現増強は、毛乳頭
の分化誘導と萎縮を抑制させている可能性を示唆
していると考えられた。しかし、これらの反応は非
常に短期的であり、長期的効果を考慮するにはさ
らなる検証が必要であると述べていた。
　我々もPRPの筋損傷に対する影響を調査してい
るが、in vivoにおける効果が非常に短期的である
ことを確認している。また、in vivoで毛髪再生に関
連した効果を長期間追跡調査することは、他の要
因が関連してしまうため結果を考察するのが非常
に困難であると述べていた。以前PRPの育毛治療
への臨床的効果を検証した実験結果が本研究会で
報告されたが、これも非常に短期的であったとい
う内容だった。これらのことを考慮すると、本発表
はPRP投与が組織に与える影響は大きいながらも
非常に短期である可能性があるというこれまでの
報告を支持する内容であろうと考えられた。

○異なる遠心分離条件・凝固系で作製した血漿と
フィブリンの比較検討

押部成美（東京医科歯科大学）
　ヒト医療では多血小板血漿（PRP）よりもむしろ
多血小板フィブリン（PRF）を好んで使用する傾向
にある。PRPは抗凝固剤を使用して採材した末梢

第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会

　平成30年11月30日と12月1日に旭川市大雪ク
リスタルホールで開催された第53回日本高気圧
環境・潜水医学会学術総会に参加しましたので、そ
の概要を報告します。  
　第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会
は、北海道の旭川市大雪クリスタルホールで平成
30年11月30日と12月1日に開催された。本学会は
1966年に初めて開催された高気圧環境医学研究
会が母体となっており、研究の幅を広げて現在に
至っている。他の学会と同様に、学術、教育、人的交
流の発展が目的として掲げられているが、それに
加えて高圧酸素療法治療(HBO)の安全性担保が大
きな目的となっている。参加者の職種は幅広く、医
師、看護師、臨床工学技士等および研究者が多いと
のことであった。
　今回のテーマは「Hope for the best and prepare 
for the worst, 共有と活用」であり、「安全」と「教

育」を中心項目とした構成になっていた。今後、
HBOの全国的な普及を検討するにあたって、①日
常業務の安全性を高める。②データを収集する。③
エビデンスを発信する。の3項目を成し遂げたい
ということであった。本学会において報告された
興味深い演題を紹介し、以下にその概要を報告す
る。

○高気圧酸素治療が有効であった腸腰筋膿瘍の１
例

土井智章ら(岐阜大学) 
　HBOは感染症に対して有効であることが報告さ
れている。本演題では一般的な膿瘍に対する治療
に加えて、HBOを実施することによって、良好な成
績が得られた症例を報告した。
　症例は40歳代の男性であり、糖尿病と高血圧症
の既往歴があった。数日前より発熱と右股関節痛

があったため、近医を受診し、CTにてガス壊疽を
伴う腸腰筋膿瘍と診断された。演者らの病院に転
院時は体温39.5 ℃で右下腹部に軽度圧痛を認め
ていた。
　造影CTで再評価したところ、虫垂炎による虫垂
穿孔および後腹膜穿破と診断されたため、入院同
日に緊急開腹手術(回盲部切除＋小腸ストマ造設
＋腹腔内洗浄ドレナージ)を実施した。術後、敗血
症性ショックとなり、抗生剤治療や血液浄化療法
などを併用しながら、集学的治療が実施された。
　第11病日よりHBO(空気加圧2ATA、酸素吸入、1
日1回60分)を実施したが、第19病日のフォローCT
で腸腰筋膿瘍腔や内転筋群膿瘍腔が多房性とな
り、増大傾向であったため、第30病日にCTガイド
下で腸腰筋膿瘍や内転筋群膿瘍のドレナージ術を
行った。第46病日にドレナージを追加した。その
間、HBOは継続して実施した。その後、経過良好の
ため、第85病日に転院となった。HBOは計47回
行った。
　演者らは、深部膿瘍に対する確実なドレナージ
が重要であったことを示しつつ、HBOの併用には、
その治療効果を増大させる効果があったと考えて
いる。

○ハムストリング肉離れに対する高気圧酸素治療
介入による競技復帰日数の検討

大原敏之ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは日本最大級の2種HBO装置
を所有しており、整形外科領域に対するHBOを積
極的に実施している。演者らはスポーツの臨床現
場でよく発生するハムストリング肉離れに対する
HBOの治療効果に着目し、HBOが競技復帰日数に
与える影響について検討した。
　その方法として、演者らは2009年10月から
2016年１月までに受診したハムストリング肉離
れと診断されたアスリートの中から、初回HBO前
にMRIを施行し、競技復帰までの日数(RTS)の確認
が取れた19症例を対象として調査を実施した。
MRIによる奥脇分類、筋肉、損傷部位、MRIでの輝
度変化のサイズ、HBO待機期間、HBO回数とRTSと
の関連について検討した。
　その結果、対象症例は全て男性であり、平均年齢

は28.7歳、平均RTSは34日だった。その内訳とし
て、Grade1は10例でRTS17.2日、Grade2は9例で
RTS43日だった。Grade1の回帰分析では関連する
因子については見出せず、Grade2では年齢が高く
損傷部位が中央以外の症例においてRTSが長かっ
た。HBOまでの待機期間やHBO回数は、RTSとの間
に相関は認めなかった。Grade1、2いずれもHBO介
入によりRTSは改善していた。　
　演者らは、HBOの介入により一般的なRTSより
も改善していると考えられたことから、HBOの有
効性を示唆した一方、HBOの回数や開始時期と
RTSとの関連がなかったことから、今後、症例数を
増やし、HBO非施行群との比較調査を実施する必
要があることを示していた。
　以上の2演題はいずれも臨床的なHBOの利用方
法であり、競走馬の臨床現場においても遭遇しや
すい症例だと考えられた。HBOは酸素そのものに
よる抗菌作用や血中酸素濃度の上昇によって、感
染症に対して有効性を示すと考えられている。こ
うした作用機序は他の疾患にも応用されており、
その適応として、ガス壊疽、細菌性髄膜炎、心内膜
炎、耐性菌感染、皮膚化膿症および敗血症などが挙
げられている。また、HBOによる血中酸素濃度の上
昇は、損傷部に生じている様々な修復細胞を活性
化すると考えられている。まだ臨床的報告が不足
している状態にあるが、近年ではヒト整形外科領
域においてもHBOが利用され始めており、動物実
験では骨折や筋損傷、腱・靱帯疾患に対して、HBO
が有効であったとする報告がなされている。特に
創傷部位は正常部位と比較して酸素分圧が低いこ
とが知られており、その酸素分圧をHBOによって
上昇させることによって、創傷治癒が早く進むこ
とが報告されている。
　ウマ獣医療においても、ヒト医療と同様の治療
効果が得られる可能性が考えられるが、安易な
HBOの利用は人馬の安全性の問題から避けるべき
とされている。HBOは大量の酸素を用いるため、火
災事故が発生する危険性を完全に除去することは
難しい。本学会においても、安全性担保が治療有効
性よりも重要事項として捉えられるべきとされて
いた。ウマ獣医療においても安全性担保に関する
議論、およびその環境構築が第一であり、導入にあ

たっては慎重に進める必要があると考えられた。
 (田村周久)

血を使用し、専用キットや2回遠心法を用いて作
製するため、やや手間がかかる。一方、ゲル化PRF
は採材したばかりの末梢血をそのままガラス管で
遠心すれば作製できるため、迅速、簡便かつ低コス
トな方法と言える。演者らはさまざまな遠心条件
でゲル化PRF、乏血小板フィブリン、PRP、乏血小板
血漿（PPP）を作製した。PRPおよびPPPはカルシウ
ム添加によりゲル化させ、遠心して回収した各上
清中の血小板由来成長因子（PDGF）濃度の比較と
電顕によるフィブリンゲル形態の比較を行った。
この結果、上清中PDGF濃度はPRPにおいて有意に
高く、PPPで有意に低かった。フィブリンゲル構造
では、乏血小板フィブリンおよびPPPゲルのフィ
ブリン線維が太く、PRPゲルの線維が最も細かっ
た。エネルギー分散型X線分析（EDS）による含有元
素定量分析を行うと、PPPゲルにはカルシウムや
リンを多く含む構造物が確認され、PPPは骨形成
促進作用に関与している可能性があると考えられ
た。
　演者らは4年前にも、犬の歯科におけるPPPの有

効性とPRPの骨分化に対するネガティヴ効果につ
いて報告している。このグループは、PRP中に存在
する高濃度の成長因子が細胞増殖効果を高める反
面、分化に対してはマイナスであると報告してい
る。PRP単独での骨形成に対する効果については、
PRP中にBMPのような骨形成に関わる直接的な因
子が多く存在していないため一般的には疑問視さ
れている。さらにPRP中の高濃度サイトカインが
さまざまな細胞の分化に悪影響を与える可能性に
ついて懸念する報告も散見される。PRPおよびPPP
はその構成サイトカイン成分によって治療効果が
変わることがあり、演者らの4年前の報告ではPPP
中の成長因子濃度も高い傾向があったため、今回
の報告をそのままPPPの有効性につなげることに
は疑問がある。本研究でPRPによるマイナスエ
フェクトが完全に否定されたわけではないが、今
後考慮しておかなければならない内容であると考
えた。

（福田健太郎）
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　平成30年11月30日と12月1日に旭川市大雪ク
リスタルホールで開催された第53回日本高気圧
環境・潜水医学会学術総会に参加しましたので、そ
の概要を報告します。  
　第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会
は、北海道の旭川市大雪クリスタルホールで平成
30年11月30日と12月1日に開催された。本学会は
1966年に初めて開催された高気圧環境医学研究
会が母体となっており、研究の幅を広げて現在に
至っている。他の学会と同様に、学術、教育、人的交
流の発展が目的として掲げられているが、それに
加えて高圧酸素療法治療(HBO)の安全性担保が大
きな目的となっている。参加者の職種は幅広く、医
師、看護師、臨床工学技士等および研究者が多いと
のことであった。
　今回のテーマは「Hope for the best and prepare 
for the worst, 共有と活用」であり、「安全」と「教

育」を中心項目とした構成になっていた。今後、
HBOの全国的な普及を検討するにあたって、①日
常業務の安全性を高める。②データを収集する。③
エビデンスを発信する。の3項目を成し遂げたい
ということであった。本学会において報告された
興味深い演題を紹介し、以下にその概要を報告す
る。

○高気圧酸素治療が有効であった腸腰筋膿瘍の１
例

土井智章ら(岐阜大学) 
　HBOは感染症に対して有効であることが報告さ
れている。本演題では一般的な膿瘍に対する治療
に加えて、HBOを実施することによって、良好な成
績が得られた症例を報告した。
　症例は40歳代の男性であり、糖尿病と高血圧症
の既往歴があった。数日前より発熱と右股関節痛

があったため、近医を受診し、CTにてガス壊疽を
伴う腸腰筋膿瘍と診断された。演者らの病院に転
院時は体温39.5 ℃で右下腹部に軽度圧痛を認め
ていた。
　造影CTで再評価したところ、虫垂炎による虫垂
穿孔および後腹膜穿破と診断されたため、入院同
日に緊急開腹手術(回盲部切除＋小腸ストマ造設
＋腹腔内洗浄ドレナージ)を実施した。術後、敗血
症性ショックとなり、抗生剤治療や血液浄化療法
などを併用しながら、集学的治療が実施された。
　第11病日よりHBO(空気加圧2ATA、酸素吸入、1
日1回60分)を実施したが、第19病日のフォローCT
で腸腰筋膿瘍腔や内転筋群膿瘍腔が多房性とな
り、増大傾向であったため、第30病日にCTガイド
下で腸腰筋膿瘍や内転筋群膿瘍のドレナージ術を
行った。第46病日にドレナージを追加した。その
間、HBOは継続して実施した。その後、経過良好の
ため、第85病日に転院となった。HBOは計47回
行った。
　演者らは、深部膿瘍に対する確実なドレナージ
が重要であったことを示しつつ、HBOの併用には、
その治療効果を増大させる効果があったと考えて
いる。

○ハムストリング肉離れに対する高気圧酸素治療
介入による競技復帰日数の検討

大原敏之ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは日本最大級の2種HBO装置
を所有しており、整形外科領域に対するHBOを積
極的に実施している。演者らはスポーツの臨床現
場でよく発生するハムストリング肉離れに対する
HBOの治療効果に着目し、HBOが競技復帰日数に
与える影響について検討した。
　その方法として、演者らは2009年10月から
2016年１月までに受診したハムストリング肉離
れと診断されたアスリートの中から、初回HBO前
にMRIを施行し、競技復帰までの日数(RTS)の確認
が取れた19症例を対象として調査を実施した。
MRIによる奥脇分類、筋肉、損傷部位、MRIでの輝
度変化のサイズ、HBO待機期間、HBO回数とRTSと
の関連について検討した。
　その結果、対象症例は全て男性であり、平均年齢

は28.7歳、平均RTSは34日だった。その内訳とし
て、Grade1は10例でRTS17.2日、Grade2は9例で
RTS43日だった。Grade1の回帰分析では関連する
因子については見出せず、Grade2では年齢が高く
損傷部位が中央以外の症例においてRTSが長かっ
た。HBOまでの待機期間やHBO回数は、RTSとの間
に相関は認めなかった。Grade1、2いずれもHBO介
入によりRTSは改善していた。　
　演者らは、HBOの介入により一般的なRTSより
も改善していると考えられたことから、HBOの有
効性を示唆した一方、HBOの回数や開始時期と
RTSとの関連がなかったことから、今後、症例数を
増やし、HBO非施行群との比較調査を実施する必
要があることを示していた。
　以上の2演題はいずれも臨床的なHBOの利用方
法であり、競走馬の臨床現場においても遭遇しや
すい症例だと考えられた。HBOは酸素そのものに
よる抗菌作用や血中酸素濃度の上昇によって、感
染症に対して有効性を示すと考えられている。こ
うした作用機序は他の疾患にも応用されており、
その適応として、ガス壊疽、細菌性髄膜炎、心内膜
炎、耐性菌感染、皮膚化膿症および敗血症などが挙
げられている。また、HBOによる血中酸素濃度の上
昇は、損傷部に生じている様々な修復細胞を活性
化すると考えられている。まだ臨床的報告が不足
している状態にあるが、近年ではヒト整形外科領
域においてもHBOが利用され始めており、動物実
験では骨折や筋損傷、腱・靱帯疾患に対して、HBO
が有効であったとする報告がなされている。特に
創傷部位は正常部位と比較して酸素分圧が低いこ
とが知られており、その酸素分圧をHBOによって
上昇させることによって、創傷治癒が早く進むこ
とが報告されている。
　ウマ獣医療においても、ヒト医療と同様の治療
効果が得られる可能性が考えられるが、安易な
HBOの利用は人馬の安全性の問題から避けるべき
とされている。HBOは大量の酸素を用いるため、火
災事故が発生する危険性を完全に除去することは
難しい。本学会においても、安全性担保が治療有効
性よりも重要事項として捉えられるべきとされて
いた。ウマ獣医療においても安全性担保に関する
議論、およびその環境構築が第一であり、導入にあ

たっては慎重に進める必要があると考えられた。
 (田村周久)
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　平成30年11月30日と12月1日に旭川市大雪ク
リスタルホールで開催された第53回日本高気圧
環境・潜水医学会学術総会に参加しましたので、そ
の概要を報告します。  
　第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会
は、北海道の旭川市大雪クリスタルホールで平成
30年11月30日と12月1日に開催された。本学会は
1966年に初めて開催された高気圧環境医学研究
会が母体となっており、研究の幅を広げて現在に
至っている。他の学会と同様に、学術、教育、人的交
流の発展が目的として掲げられているが、それに
加えて高圧酸素療法治療(HBO)の安全性担保が大
きな目的となっている。参加者の職種は幅広く、医
師、看護師、臨床工学技士等および研究者が多いと
のことであった。
　今回のテーマは「Hope for the best and prepare 
for the worst, 共有と活用」であり、「安全」と「教

育」を中心項目とした構成になっていた。今後、
HBOの全国的な普及を検討するにあたって、①日
常業務の安全性を高める。②データを収集する。③
エビデンスを発信する。の3項目を成し遂げたい
ということであった。本学会において報告された
興味深い演題を紹介し、以下にその概要を報告す
る。

○高気圧酸素治療が有効であった腸腰筋膿瘍の１
例

土井智章ら(岐阜大学) 
　HBOは感染症に対して有効であることが報告さ
れている。本演題では一般的な膿瘍に対する治療
に加えて、HBOを実施することによって、良好な成
績が得られた症例を報告した。
　症例は40歳代の男性であり、糖尿病と高血圧症
の既往歴があった。数日前より発熱と右股関節痛

第22回日本ワクチン学会学術集会

　平成30年12月8~9日に神戸国際会議場で開催
された第22回日本ワクチン学会学術集会に参加
したので、その概要を報告します。

 ○ユニバーサルインフルエンザワクチン開発に
向けたK3-SPGアジュバントの応用
升田雄士ら（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・
栄養研究所アジュバント開発プロジェクト）
　【背景と目的】季節性インフルエンザワクチンの
接種は、ウイルス感染防御および重症化抑制とい
う観点において、最も効果的な予防法である。しか
しながら、現状でその効果は接種するワクチン株
に大きく依存しており、完全なものではない。その
ため広域なウイルス株に対して防御能を発揮する
ようなユニバーサルワクチンの開発が急務となっ
ている。演者らは、これまでTLR9の合成リガンド
であるCpGオリゴデオキシヌクレオチド（K3）と
non - a g o n i s t i c  D e c t i n - 1リガンドである
schizophyllan（SPG）の複合体K3-SPGをアジュバン
トとして用いることで、マウスにおいて抗原特異
的IgG2産生を効果的に誘導し、またインフルエン
ザワクチン株と同株のIAV感染に対して防御能を
発揮することを報告している。本研究では、さらに
このワクチン接種による異株のIAV感染に対する
防御能の検討、ならびにその作用機序に関して解
析を行った。
　【方法】Influenza A / NC / 20/99 HAスプリット
ワクチンにアジュバントを添加して、野生型
C57BL/6およびFcRγKOマウスにday0と28の計2
回、筋肉内注射により免疫した。今回、アジュバン
トとして、Alum、MF59の同等品であるAddavaxお
よびK3-SPGをそれぞれ用いた。ワクチン接種後、
ワクチン株と同株のinfluenza A / NC / 20/99

（IAV NC）または異株のinfluenza A / PR / 8/34
（IAV PR8）を経鼻投与により感染させ、感染後の

生存率または体重変化を観察した。また、血清中の
isotype毎の抗体価測定や中和アッセイなどの免
疫学的解析を行った。
　【結果】HAスプリットワクチンにK3-SPGを添加
すると、異株のIAV PR8を感染させた場合でも、他
のアジュバントを添加した群と比較して、生存率
が有意に上昇した。この時、K3-SPG添加群では、血
清中のNCおよびPR8特異的total IgG抗体価が、
Alum添加群とAddavax添加群と比較して同程度で
あったにもかかわらず、NCおよびPR8特異的
IgG2c抗体価は有意に高値であった。この際、各群
間での中和活性には差は見られなかった。FcRγ
KOマウスにK3-SPG添加ワクチンを接種し、IAV 
PR8を感染させた場合、野生型と比較してマウス
の生存率が有意に減少した。
　【結論】K3-SPGをアジュバントとして用いるこ
とでFcRγを介した免疫反応を増強し、インフル
エンザウイルスに対する交差防御能を高める可能
性が示唆された。
　以上のように季節性インフルエンザに対するユ
ニバーサルワクチン開発の必要性は高いが、まだ
まだ、解決しいなければならない問題も多い。多く
の実験・検証から、実現されることを期待したい。

○不活化インフルエンザウイルス全粒子ワクチン
の非臨床試験

新開大史ら（北海道大学）
　現行の季節性インフルエンザワクチンは、ウイ
ルスをエーテルで分解したスプリットワクチン

（SV）である。SVは、小児や高齢者の発症、重症化、
脳症と死亡を防ぐ免疫誘導能が低く、少しでも抗
原性が異なるウイルス株には無力である。この問
題を解決し、世界基準の季節性インフルエンザワ
クチンを開発するために、日本の全4季節性イン
フルエンザワクチンメーカーが参画する全日本イ

ンフルエンザワクチン研究会を創立し、検討を進
めてきた。これまでに各メーカーが新規季節性イ
ンフルエンザワクチンとして試製した、単価の不
活化全粒子ワクチンとSVの免疫原性を比較した。
その結果、どのメーカーの不活化全粒子ワクチン
も、SV より遥かに優れた自然および獲得免疫を誘
導することが確認された。
　本研究では、治験薬として開発された4価不活
化全粒子ワクチンと現行SVのマウスとカニクイ
ザルに対する免疫原性を比較解析した。4価不活
化全粒子ワクチンは、単価ワクチンと同様に、SV
より遥かに優れた免疫を誘導した。また、カニクイ
ザルに対する容量試験の結果は、現行ワクチンの
1/2容量の不活化全粒子ワクチンでもSVより遥か

に高い中和抗体を誘導することを示した。さらに、
SVはナイーヴなマウスとカニクイザルには初免
疫（プライム）を誘導しないが、不活化全粒子ワク
チンには、高いプライム効果を期待できることが
分かった。今後、不活化全粒子ワクチンの第Ⅰ相と
Ⅱ相の臨床試験を進める計画である。
　演者らの発表のとおり、この不活化インフルエ
ンザウイルス全粒子ワクチンは、非臨床試験を終
え、臨床試験へと進む予定である。今後、さらなる
安全性の確認などが得られれば、実用化されると
のこと。近い将来、季節性インフルエンザに効果の
高いワクチンが接種可能となることを期待した
い。

（古角　博）

があったため、近医を受診し、CTにてガス壊疽を
伴う腸腰筋膿瘍と診断された。演者らの病院に転
院時は体温39.5 ℃で右下腹部に軽度圧痛を認め
ていた。
　造影CTで再評価したところ、虫垂炎による虫垂
穿孔および後腹膜穿破と診断されたため、入院同
日に緊急開腹手術(回盲部切除＋小腸ストマ造設
＋腹腔内洗浄ドレナージ)を実施した。術後、敗血
症性ショックとなり、抗生剤治療や血液浄化療法
などを併用しながら、集学的治療が実施された。
　第11病日よりHBO(空気加圧2ATA、酸素吸入、1
日1回60分)を実施したが、第19病日のフォローCT
で腸腰筋膿瘍腔や内転筋群膿瘍腔が多房性とな
り、増大傾向であったため、第30病日にCTガイド
下で腸腰筋膿瘍や内転筋群膿瘍のドレナージ術を
行った。第46病日にドレナージを追加した。その
間、HBOは継続して実施した。その後、経過良好の
ため、第85病日に転院となった。HBOは計47回
行った。
　演者らは、深部膿瘍に対する確実なドレナージ
が重要であったことを示しつつ、HBOの併用には、
その治療効果を増大させる効果があったと考えて
いる。

○ハムストリング肉離れに対する高気圧酸素治療
介入による競技復帰日数の検討

大原敏之ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは日本最大級の2種HBO装置
を所有しており、整形外科領域に対するHBOを積
極的に実施している。演者らはスポーツの臨床現
場でよく発生するハムストリング肉離れに対する
HBOの治療効果に着目し、HBOが競技復帰日数に
与える影響について検討した。
　その方法として、演者らは2009年10月から
2016年１月までに受診したハムストリング肉離
れと診断されたアスリートの中から、初回HBO前
にMRIを施行し、競技復帰までの日数(RTS)の確認
が取れた19症例を対象として調査を実施した。
MRIによる奥脇分類、筋肉、損傷部位、MRIでの輝
度変化のサイズ、HBO待機期間、HBO回数とRTSと
の関連について検討した。
　その結果、対象症例は全て男性であり、平均年齢

は28.7歳、平均RTSは34日だった。その内訳とし
て、Grade1は10例でRTS17.2日、Grade2は9例で
RTS43日だった。Grade1の回帰分析では関連する
因子については見出せず、Grade2では年齢が高く
損傷部位が中央以外の症例においてRTSが長かっ
た。HBOまでの待機期間やHBO回数は、RTSとの間
に相関は認めなかった。Grade1、2いずれもHBO介
入によりRTSは改善していた。　
　演者らは、HBOの介入により一般的なRTSより
も改善していると考えられたことから、HBOの有
効性を示唆した一方、HBOの回数や開始時期と
RTSとの関連がなかったことから、今後、症例数を
増やし、HBO非施行群との比較調査を実施する必
要があることを示していた。
　以上の2演題はいずれも臨床的なHBOの利用方
法であり、競走馬の臨床現場においても遭遇しや
すい症例だと考えられた。HBOは酸素そのものに
よる抗菌作用や血中酸素濃度の上昇によって、感
染症に対して有効性を示すと考えられている。こ
うした作用機序は他の疾患にも応用されており、
その適応として、ガス壊疽、細菌性髄膜炎、心内膜
炎、耐性菌感染、皮膚化膿症および敗血症などが挙
げられている。また、HBOによる血中酸素濃度の上
昇は、損傷部に生じている様々な修復細胞を活性
化すると考えられている。まだ臨床的報告が不足
している状態にあるが、近年ではヒト整形外科領
域においてもHBOが利用され始めており、動物実
験では骨折や筋損傷、腱・靱帯疾患に対して、HBO
が有効であったとする報告がなされている。特に
創傷部位は正常部位と比較して酸素分圧が低いこ
とが知られており、その酸素分圧をHBOによって
上昇させることによって、創傷治癒が早く進むこ
とが報告されている。
　ウマ獣医療においても、ヒト医療と同様の治療
効果が得られる可能性が考えられるが、安易な
HBOの利用は人馬の安全性の問題から避けるべき
とされている。HBOは大量の酸素を用いるため、火
災事故が発生する危険性を完全に除去することは
難しい。本学会においても、安全性担保が治療有効
性よりも重要事項として捉えられるべきとされて
いた。ウマ獣医療においても安全性担保に関する
議論、およびその環境構築が第一であり、導入にあ

たっては慎重に進める必要があると考えられた。
 (田村周久)
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　平成30年12月8~9日に神戸国際会議場で開催
された第22回日本ワクチン学会学術集会に参加
したので、その概要を報告します。

 ○ユニバーサルインフルエンザワクチン開発に
向けたK3-SPGアジュバントの応用
升田雄士ら（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・
栄養研究所アジュバント開発プロジェクト）
　【背景と目的】季節性インフルエンザワクチンの
接種は、ウイルス感染防御および重症化抑制とい
う観点において、最も効果的な予防法である。しか
しながら、現状でその効果は接種するワクチン株
に大きく依存しており、完全なものではない。その
ため広域なウイルス株に対して防御能を発揮する
ようなユニバーサルワクチンの開発が急務となっ
ている。演者らは、これまでTLR9の合成リガンド
であるCpGオリゴデオキシヌクレオチド（K3）と
non - a g o n i s t i c  D e c t i n - 1リガンドである
schizophyllan（SPG）の複合体K3-SPGをアジュバン
トとして用いることで、マウスにおいて抗原特異
的IgG2産生を効果的に誘導し、またインフルエン
ザワクチン株と同株のIAV感染に対して防御能を
発揮することを報告している。本研究では、さらに
このワクチン接種による異株のIAV感染に対する
防御能の検討、ならびにその作用機序に関して解
析を行った。
　【方法】Influenza A / NC / 20/99 HAスプリット
ワクチンにアジュバントを添加して、野生型
C57BL/6およびFcRγKOマウスにday0と28の計2
回、筋肉内注射により免疫した。今回、アジュバン
トとして、Alum、MF59の同等品であるAddavaxお
よびK3-SPGをそれぞれ用いた。ワクチン接種後、
ワクチン株と同株のinfluenza A / NC / 20/99

（IAV NC）または異株のinfluenza A / PR / 8/34
（IAV PR8）を経鼻投与により感染させ、感染後の

生存率または体重変化を観察した。また、血清中の
isotype毎の抗体価測定や中和アッセイなどの免
疫学的解析を行った。
　【結果】HAスプリットワクチンにK3-SPGを添加
すると、異株のIAV PR8を感染させた場合でも、他
のアジュバントを添加した群と比較して、生存率
が有意に上昇した。この時、K3-SPG添加群では、血
清中のNCおよびPR8特異的total IgG抗体価が、
Alum添加群とAddavax添加群と比較して同程度で
あったにもかかわらず、NCおよびPR8特異的
IgG2c抗体価は有意に高値であった。この際、各群
間での中和活性には差は見られなかった。FcRγ
KOマウスにK3-SPG添加ワクチンを接種し、IAV 
PR8を感染させた場合、野生型と比較してマウス
の生存率が有意に減少した。
　【結論】K3-SPGをアジュバントとして用いるこ
とでFcRγを介した免疫反応を増強し、インフル
エンザウイルスに対する交差防御能を高める可能
性が示唆された。
　以上のように季節性インフルエンザに対するユ
ニバーサルワクチン開発の必要性は高いが、まだ
まだ、解決しいなければならない問題も多い。多く
の実験・検証から、実現されることを期待したい。

○不活化インフルエンザウイルス全粒子ワクチン
の非臨床試験

新開大史ら（北海道大学）
　現行の季節性インフルエンザワクチンは、ウイ
ルスをエーテルで分解したスプリットワクチン

（SV）である。SVは、小児や高齢者の発症、重症化、
脳症と死亡を防ぐ免疫誘導能が低く、少しでも抗
原性が異なるウイルス株には無力である。この問
題を解決し、世界基準の季節性インフルエンザワ
クチンを開発するために、日本の全4季節性イン
フルエンザワクチンメーカーが参画する全日本イ

ンフルエンザワクチン研究会を創立し、検討を進
めてきた。これまでに各メーカーが新規季節性イ
ンフルエンザワクチンとして試製した、単価の不
活化全粒子ワクチンとSVの免疫原性を比較した。
その結果、どのメーカーの不活化全粒子ワクチン
も、SV より遥かに優れた自然および獲得免疫を誘
導することが確認された。
　本研究では、治験薬として開発された4価不活
化全粒子ワクチンと現行SVのマウスとカニクイ
ザルに対する免疫原性を比較解析した。4価不活
化全粒子ワクチンは、単価ワクチンと同様に、SV
より遥かに優れた免疫を誘導した。また、カニクイ
ザルに対する容量試験の結果は、現行ワクチンの
1/2容量の不活化全粒子ワクチンでもSVより遥か

に高い中和抗体を誘導することを示した。さらに、
SVはナイーヴなマウスとカニクイザルには初免
疫（プライム）を誘導しないが、不活化全粒子ワク
チンには、高いプライム効果を期待できることが
分かった。今後、不活化全粒子ワクチンの第Ⅰ相と
Ⅱ相の臨床試験を進める計画である。
　演者らの発表のとおり、この不活化インフルエ
ンザウイルス全粒子ワクチンは、非臨床試験を終
え、臨床試験へと進む予定である。今後、さらなる
安全性の確認などが得られれば、実用化されると
のこと。近い将来、季節性インフルエンザに効果の
高いワクチンが接種可能となることを期待した
い。

（古角　博）
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