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目的とした。

材料および方法
　実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお
ける実験動物委員会の承認を得て行った。供試馬
は臨床的に健康なサラブレッド83頭（雄60頭、雌
23頭）を用いた。 7頭の子馬に対して、出生後24時
間以内から、7日齢、30日齢、90日齢、200日齢と縦
断的に心電図を記録した。これとは異なる6頭に
対しては、1.5歳および2歳、2.5歳と縦断的に心電
図を記録した。この６頭はこの間一切のトレーニ
ングは行われなかった。これらとは別に、1歳齢馬
12頭および3-7歳の27頭の競走馬（これらのウマ
は日常的にトレーニングを行っていた）の心電図
を記録した。加えて、27頭の老齢馬（15歳以上）を
供試したが、これらは15-25歳のグループおよび
25歳以上のグループに分けて分析を行った。
　安静時の心電図はホルター型心電計を用いて環
境による影響を少なくするためそれぞれの馬房内
でAB誘導により30分間記録した。電極は標準的な
AB誘導位置に付け、ホルター型心電計はウマに着
せたショルダーラグ内に収納した。ウマは拘束す
ることなく馬房内にて自由に動けるようにした。

日内変動の影響を少なくするため午後１-３時に
記録は行われた。
　得られた心電図は、ECGプロセッサー（ソフトロ
ン社）を用いて以前の報告に従って分析を行った
[9]。すなわち、心電図のR波を検出しR-R間隔のタ
コグラムを作成し、このタコグラムから、512点を
1セットとして5Hzで再サンプリングを行った。
各々のデータセットはハミングウインド処理さ
れ、パワースペクトルを得るために高速フーリエ
変換された。LFパワーは0.01-0.07 Hz、HFパワー
は0.07-0.6 Hzの設定で解析を行った。LF/HF比は、
LFパワーをHFパワーで除することにより求めた。
データ分析は、非直線回帰分析を年齢と心拍数の
間で行った。

結果
　表１は、心拍数と心拍変動解析の結果一覧を示
している。心拍数は、出生直後から年齢上昇に伴い
減少した。生後7日の心拍数は、106.2 ± 10.3回/
分と最も高かった。また、3-7歳の競走馬の安静時
心拍数は32.9 ± 3.5回/分と最も低値であった。心
拍数と年齢の間には次式Y = 48.2X-0 . 1 2 9  (R2  = 
0.705, P < 0.05, 図1上)の相関関係が認められた。

また、0-7歳の年齢と心拍数の関係においては次式
Y = 44.1X-0.179 (R2 = 0.882, P < 0.05, 図1下)で表さ
れる相関関係が認められた。LFパワーは、出生直後
から年齢上昇に伴い増加した。3-7歳の競走馬の
LFパワーが、最も高かった。同様に、HFパワーは出
生直後から年齢上昇に伴い増加し、最も高値を示
したのは高齢馬グループであった。一方、LF/HF比
は25歳以上の高齢馬グループが最も低い値を示
した。表２に個々の25歳以上のウマデータを示し
たが15頭中8頭がLF/HF比が１以下の低値を示し
た。

考察
　我々は出生直後の子馬から25歳以上の高齢の
ウマまで 、サラブレッドの安静時心拍数および心
拍変動の指標について調査を行った。平均の心拍
数は生後７日より減少した。LFパワーおよびHFパ
ワーはそれぞれ出生直後から増加傾向が認められ
た。これらの心拍数と心拍変動解析の結果の変化
は、加齢による変化と考えられた。3-7歳の競走馬
の安静時心拍数が最も低く、LFパワーおよびHFパ
ワーは最も高かった。ただし、これは25歳以上の
高齢馬のHFパワーを除いた場合である。25歳以上

の高齢馬のHFパワーは、他のグループに比較して
最も高くLF/HF比は最も低い値であった。25歳以
上の高齢馬の心拍変動解析の結果は高齢馬特有で
あり、自律神経バランスが他の若いウマとは異な
る可能性が示唆された。
　1歳～2歳にかけて初期トレーニング時に安静
時心拍数は減少しLFパワーおよびHFパワーは増
加することから、この時の若馬における自律神経
活動の変化は主に副交感神経活動の亢進であると
報告されている[16]。本研究においても、3歳から7
歳の競走馬の安静時心拍数が最も低く、LFパワー
およびHFパワーが高かった。また、本研究の他の
グループは日々トレーニングを行っている訳では
なかった。すなわち、 3歳から7歳の競走馬におけ
る心拍数や自律神経活動の変化は、主にトレーニ
ングによるものと考えられた。
　多くの哺乳動物において、心拍数とエネルギー
消費量は正の相関が認められることが知られてい
る[2-5, 8, 11-14]。 サラブレッドにおいても、心拍
数や心拍変動が代謝量と相関があると報告されて
いる[15]。　本研究において、心拍数は生後すぐよ
り高齢になるまで減少した。心拍数と年齢の関係
は指数関数で表すことが可能であり、有意な相関
を示した。一般に、若い動物や体重の軽い小さな動
物は、高齢の動物や大きな動物よりも代謝量が多
いとされている[24]。 我々は、新生子馬は高い代
謝率を維持するため、比較的多量の心拍出量が必
要であり、そのことが安静時心拍数の高さの原因
であると推察している。しかし、心拍数と年齢、エ
ネルギー代謝量との関係についてはさらなる研究
が必要である。
　25歳以上の最高齢グループのウマのHFパワー
は他のグループと比較して最も高く、LF/HF比は
最も低い値であった。25歳以上のウマの15頭中8
頭において、LF/HF比は1.0を下回った。サラブ
レッドにおいては、交感神経β受容体遮断薬に
よってLF/HF比は変化せず、また、温泉浴のような
リラクゼーション効果が認められる場合において
もLF/HF比は変化しないことが報告されている[7, 
9, 19]。過去の我々の経験では、本研究の高齢馬に
見られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組
み合わせは観察されていない。おそらくは高齢馬

の自律神経活動は、一般の若いウマとは異なる固
有のものではないかと推察される。
　以上のことから、我々は、生後まもなくから高齢
馬における心拍数と心拍変動に関する年齢による
変化を明らかにした。安静時心拍数は加齢による
生後まもなくより減少し、その関係は指数関数で
表すことが可能であった。25歳以上の高齢馬に見
られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組み
合わせは、一般の若いウマとは異なる固有のもの
ではないかと推察された。
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研究レポート

大村　一1) ・ James H. Jones2)

はじめに
　心拍変動解析は非侵襲的に自律神経活動を測定
する方法として知られている。 [1, 21, 22]。心拍変
動パワースペクトラムの高周波成分（HFパワー）
は副交感神経活動を反映するとされ、低周波数成
分（LFパワー）は交感・副交感の両神経活動が寄与
していると考えられている。このためLF/HF比は、
自律神経活動の交感・副交感神経活動のバランス
を示していると考えられている。このことから、心
電図から得られた心拍変動解析は自律神経活動を
評価する方法として、ヒトだけでなくウマや他の
動物においても広く応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。ウマにおいては、交感神経β受容
体遮断薬に対する心拍変動の反応が他の動物とは

異なるものの、HFパワーやLFパワーは定量的に自
律神経活動を反映していると報告されている [9, 
19]。そのため、心拍変動解析はストレスや薬物に
対する効果、輸送、疼痛、トレーニング効果などを
評価する方法として応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。加えて、本解析方法はウマに対す
る温泉浴の効果を判定するなど、リラクゼーショ
ン効果の指標としても用いられている [7]。 しか
し、これまでの研究においては、成馬の心拍変動を
分析したものが中心であり、子馬や高齢のウマに
ついての調査はほとんど行われていない。そこで、
本研究おいては、新生子馬から高齢馬における心
拍数および心拍変動を調査することにより、それ
らの指標の年齢による変化を明らかにすることを

要旨

　サラブレッドの安静時心拍数と心拍変動に関して、生後24時間以内の子馬から高齢馬について加齢
による影響を調査した。調査には83頭の健康なサラブレッドを使用した。安静時心拍数は生後まもなく
から年齢が上がるに従って低下した。全てのウマの年齢と心拍数の間にはY = 48.2X-0.129 (R2 = 0.705)で
示す相関が認められた。また、生後まもなくから7歳までの馬齢と心拍数の間にはY = 44.1X-0.179 (R2 = 
0.882) で示す相関が認められた。最も高い心拍数は7日齢の子馬で認められ、106 ± 10.3 回/分であっ
た。LFパワーおよびHFパワーは生後まもなくから年齢が上がるに従って増加した。これらの心拍数お
よび心拍変動に関する変化は加齢によるものと考えられた。競走期の3－7歳のサラブレッドは、全ての
グループで最も低い32.9 ± 3.5回/分の心拍数を示し、LFパワーおよびHFパワーは最高齢馬のグルー
プを除いては一番高い値を示した。これらの結果は、トレーニング効果によるものと考えられた。２５
歳以上の最高齢のグループのサラブレッドは、最も高いHFパワーと最も低いLF/HF比を有した。個別の
ウマでは最高齢馬グループの15頭中8頭が1.0以下のLF/HF比であった。高齢馬の自律神経バランスは
若いウマと比べて異なる可能性が示された
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サラブレッドの加齢による心拍数と心拍変動の変化

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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目的とした。

材料および方法
　実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお
ける実験動物委員会の承認を得て行った。供試馬
は臨床的に健康なサラブレッド83頭（雄60頭、雌
23頭）を用いた。 7頭の子馬に対して、出生後24時
間以内から、7日齢、30日齢、90日齢、200日齢と縦
断的に心電図を記録した。これとは異なる6頭に
対しては、1.5歳および2歳、2.5歳と縦断的に心電
図を記録した。この６頭はこの間一切のトレーニ
ングは行われなかった。これらとは別に、1歳齢馬
12頭および3-7歳の27頭の競走馬（これらのウマ
は日常的にトレーニングを行っていた）の心電図
を記録した。加えて、27頭の老齢馬（15歳以上）を
供試したが、これらは15-25歳のグループおよび
25歳以上のグループに分けて分析を行った。
　安静時の心電図はホルター型心電計を用いて環
境による影響を少なくするためそれぞれの馬房内
でAB誘導により30分間記録した。電極は標準的な
AB誘導位置に付け、ホルター型心電計はウマに着
せたショルダーラグ内に収納した。ウマは拘束す
ることなく馬房内にて自由に動けるようにした。

日内変動の影響を少なくするため午後１-３時に
記録は行われた。
　得られた心電図は、ECGプロセッサー（ソフトロ
ン社）を用いて以前の報告に従って分析を行った
[9]。すなわち、心電図のR波を検出しR-R間隔のタ
コグラムを作成し、このタコグラムから、512点を
1セットとして5Hzで再サンプリングを行った。
各々のデータセットはハミングウインド処理さ
れ、パワースペクトルを得るために高速フーリエ
変換された。LFパワーは0.01-0.07 Hz、HFパワー
は0.07-0.6 Hzの設定で解析を行った。LF/HF比は、
LFパワーをHFパワーで除することにより求めた。
データ分析は、非直線回帰分析を年齢と心拍数の
間で行った。

結果
　表１は、心拍数と心拍変動解析の結果一覧を示
している。心拍数は、出生直後から年齢上昇に伴い
減少した。生後7日の心拍数は、106.2 ± 10.3回/
分と最も高かった。また、3-7歳の競走馬の安静時
心拍数は32.9 ± 3.5回/分と最も低値であった。心
拍数と年齢の間には次式Y = 48.2X-0 . 1 2 9  (R2  = 
0.705, P < 0.05, 図1上)の相関関係が認められた。

また、0-7歳の年齢と心拍数の関係においては次式
Y = 44.1X-0.179 (R2 = 0.882, P < 0.05, 図1下)で表さ
れる相関関係が認められた。LFパワーは、出生直後
から年齢上昇に伴い増加した。3-7歳の競走馬の
LFパワーが、最も高かった。同様に、HFパワーは出
生直後から年齢上昇に伴い増加し、最も高値を示
したのは高齢馬グループであった。一方、LF/HF比
は25歳以上の高齢馬グループが最も低い値を示
した。表２に個々の25歳以上のウマデータを示し
たが15頭中8頭がLF/HF比が１以下の低値を示し
た。

考察
　我々は出生直後の子馬から25歳以上の高齢の
ウマまで 、サラブレッドの安静時心拍数および心
拍変動の指標について調査を行った。平均の心拍
数は生後７日より減少した。LFパワーおよびHFパ
ワーはそれぞれ出生直後から増加傾向が認められ
た。これらの心拍数と心拍変動解析の結果の変化
は、加齢による変化と考えられた。3-7歳の競走馬
の安静時心拍数が最も低く、LFパワーおよびHFパ
ワーは最も高かった。ただし、これは25歳以上の
高齢馬のHFパワーを除いた場合である。25歳以上

の高齢馬のHFパワーは、他のグループに比較して
最も高くLF/HF比は最も低い値であった。25歳以
上の高齢馬の心拍変動解析の結果は高齢馬特有で
あり、自律神経バランスが他の若いウマとは異な
る可能性が示唆された。
　1歳～2歳にかけて初期トレーニング時に安静
時心拍数は減少しLFパワーおよびHFパワーは増
加することから、この時の若馬における自律神経
活動の変化は主に副交感神経活動の亢進であると
報告されている[16]。本研究においても、3歳から7
歳の競走馬の安静時心拍数が最も低く、LFパワー
およびHFパワーが高かった。また、本研究の他の
グループは日々トレーニングを行っている訳では
なかった。すなわち、 3歳から7歳の競走馬におけ
る心拍数や自律神経活動の変化は、主にトレーニ
ングによるものと考えられた。
　多くの哺乳動物において、心拍数とエネルギー
消費量は正の相関が認められることが知られてい
る[2-5, 8, 11-14]。 サラブレッドにおいても、心拍
数や心拍変動が代謝量と相関があると報告されて
いる[15]。　本研究において、心拍数は生後すぐよ
り高齢になるまで減少した。心拍数と年齢の関係
は指数関数で表すことが可能であり、有意な相関
を示した。一般に、若い動物や体重の軽い小さな動
物は、高齢の動物や大きな動物よりも代謝量が多
いとされている[24]。 我々は、新生子馬は高い代
謝率を維持するため、比較的多量の心拍出量が必
要であり、そのことが安静時心拍数の高さの原因
であると推察している。しかし、心拍数と年齢、エ
ネルギー代謝量との関係についてはさらなる研究
が必要である。
　25歳以上の最高齢グループのウマのHFパワー
は他のグループと比較して最も高く、LF/HF比は
最も低い値であった。25歳以上のウマの15頭中8
頭において、LF/HF比は1.0を下回った。サラブ
レッドにおいては、交感神経β受容体遮断薬に
よってLF/HF比は変化せず、また、温泉浴のような
リラクゼーション効果が認められる場合において
もLF/HF比は変化しないことが報告されている[7, 
9, 19]。過去の我々の経験では、本研究の高齢馬に
見られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組
み合わせは観察されていない。おそらくは高齢馬

の自律神経活動は、一般の若いウマとは異なる固
有のものではないかと推察される。
　以上のことから、我々は、生後まもなくから高齢
馬における心拍数と心拍変動に関する年齢による
変化を明らかにした。安静時心拍数は加齢による
生後まもなくより減少し、その関係は指数関数で
表すことが可能であった。25歳以上の高齢馬に見
られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組み
合わせは、一般の若いウマとは異なる固有のもの
ではないかと推察された。
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はじめに
　心拍変動解析は非侵襲的に自律神経活動を測定
する方法として知られている。 [1, 21, 22]。心拍変
動パワースペクトラムの高周波成分（HFパワー）
は副交感神経活動を反映するとされ、低周波数成
分（LFパワー）は交感・副交感の両神経活動が寄与
していると考えられている。このためLF/HF比は、
自律神経活動の交感・副交感神経活動のバランス
を示していると考えられている。このことから、心
電図から得られた心拍変動解析は自律神経活動を
評価する方法として、ヒトだけでなくウマや他の
動物においても広く応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。ウマにおいては、交感神経β受容
体遮断薬に対する心拍変動の反応が他の動物とは

異なるものの、HFパワーやLFパワーは定量的に自
律神経活動を反映していると報告されている [9, 
19]。そのため、心拍変動解析はストレスや薬物に
対する効果、輸送、疼痛、トレーニング効果などを
評価する方法として応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。加えて、本解析方法はウマに対す
る温泉浴の効果を判定するなど、リラクゼーショ
ン効果の指標としても用いられている [7]。 しか
し、これまでの研究においては、成馬の心拍変動を
分析したものが中心であり、子馬や高齢のウマに
ついての調査はほとんど行われていない。そこで、
本研究おいては、新生子馬から高齢馬における心
拍数および心拍変動を調査することにより、それ
らの指標の年齢による変化を明らかにすることを

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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表1　供試馬のグループごとの心拍数および心拍変動の結果
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目的とした。

材料および方法
　実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお
ける実験動物委員会の承認を得て行った。供試馬
は臨床的に健康なサラブレッド83頭（雄60頭、雌
23頭）を用いた。 7頭の子馬に対して、出生後24時
間以内から、7日齢、30日齢、90日齢、200日齢と縦
断的に心電図を記録した。これとは異なる6頭に
対しては、1.5歳および2歳、2.5歳と縦断的に心電
図を記録した。この６頭はこの間一切のトレーニ
ングは行われなかった。これらとは別に、1歳齢馬
12頭および3-7歳の27頭の競走馬（これらのウマ
は日常的にトレーニングを行っていた）の心電図
を記録した。加えて、27頭の老齢馬（15歳以上）を
供試したが、これらは15-25歳のグループおよび
25歳以上のグループに分けて分析を行った。
　安静時の心電図はホルター型心電計を用いて環
境による影響を少なくするためそれぞれの馬房内
でAB誘導により30分間記録した。電極は標準的な
AB誘導位置に付け、ホルター型心電計はウマに着
せたショルダーラグ内に収納した。ウマは拘束す
ることなく馬房内にて自由に動けるようにした。

日内変動の影響を少なくするため午後１-３時に
記録は行われた。
　得られた心電図は、ECGプロセッサー（ソフトロ
ン社）を用いて以前の報告に従って分析を行った
[9]。すなわち、心電図のR波を検出しR-R間隔のタ
コグラムを作成し、このタコグラムから、512点を
1セットとして5Hzで再サンプリングを行った。
各々のデータセットはハミングウインド処理さ
れ、パワースペクトルを得るために高速フーリエ
変換された。LFパワーは0.01-0.07 Hz、HFパワー
は0.07-0.6 Hzの設定で解析を行った。LF/HF比は、
LFパワーをHFパワーで除することにより求めた。
データ分析は、非直線回帰分析を年齢と心拍数の
間で行った。

結果
　表１は、心拍数と心拍変動解析の結果一覧を示
している。心拍数は、出生直後から年齢上昇に伴い
減少した。生後7日の心拍数は、106.2 ± 10.3回/
分と最も高かった。また、3-7歳の競走馬の安静時
心拍数は32.9 ± 3.5回/分と最も低値であった。心
拍数と年齢の間には次式Y = 48.2X-0 . 1 2 9  (R2  = 
0.705, P < 0.05, 図1上)の相関関係が認められた。

また、0-7歳の年齢と心拍数の関係においては次式
Y = 44.1X-0.179 (R2 = 0.882, P < 0.05, 図1下)で表さ
れる相関関係が認められた。LFパワーは、出生直後
から年齢上昇に伴い増加した。3-7歳の競走馬の
LFパワーが、最も高かった。同様に、HFパワーは出
生直後から年齢上昇に伴い増加し、最も高値を示
したのは高齢馬グループであった。一方、LF/HF比
は25歳以上の高齢馬グループが最も低い値を示
した。表２に個々の25歳以上のウマデータを示し
たが15頭中8頭がLF/HF比が１以下の低値を示し
た。

考察
　我々は出生直後の子馬から25歳以上の高齢の
ウマまで 、サラブレッドの安静時心拍数および心
拍変動の指標について調査を行った。平均の心拍
数は生後７日より減少した。LFパワーおよびHFパ
ワーはそれぞれ出生直後から増加傾向が認められ
た。これらの心拍数と心拍変動解析の結果の変化
は、加齢による変化と考えられた。3-7歳の競走馬
の安静時心拍数が最も低く、LFパワーおよびHFパ
ワーは最も高かった。ただし、これは25歳以上の
高齢馬のHFパワーを除いた場合である。25歳以上

の高齢馬のHFパワーは、他のグループに比較して
最も高くLF/HF比は最も低い値であった。25歳以
上の高齢馬の心拍変動解析の結果は高齢馬特有で
あり、自律神経バランスが他の若いウマとは異な
る可能性が示唆された。
　1歳～2歳にかけて初期トレーニング時に安静
時心拍数は減少しLFパワーおよびHFパワーは増
加することから、この時の若馬における自律神経
活動の変化は主に副交感神経活動の亢進であると
報告されている[16]。本研究においても、3歳から7
歳の競走馬の安静時心拍数が最も低く、LFパワー
およびHFパワーが高かった。また、本研究の他の
グループは日々トレーニングを行っている訳では
なかった。すなわち、 3歳から7歳の競走馬におけ
る心拍数や自律神経活動の変化は、主にトレーニ
ングによるものと考えられた。
　多くの哺乳動物において、心拍数とエネルギー
消費量は正の相関が認められることが知られてい
る[2-5, 8, 11-14]。 サラブレッドにおいても、心拍
数や心拍変動が代謝量と相関があると報告されて
いる[15]。　本研究において、心拍数は生後すぐよ
り高齢になるまで減少した。心拍数と年齢の関係
は指数関数で表すことが可能であり、有意な相関
を示した。一般に、若い動物や体重の軽い小さな動
物は、高齢の動物や大きな動物よりも代謝量が多
いとされている[24]。 我々は、新生子馬は高い代
謝率を維持するため、比較的多量の心拍出量が必
要であり、そのことが安静時心拍数の高さの原因
であると推察している。しかし、心拍数と年齢、エ
ネルギー代謝量との関係についてはさらなる研究
が必要である。
　25歳以上の最高齢グループのウマのHFパワー
は他のグループと比較して最も高く、LF/HF比は
最も低い値であった。25歳以上のウマの15頭中8
頭において、LF/HF比は1.0を下回った。サラブ
レッドにおいては、交感神経β受容体遮断薬に
よってLF/HF比は変化せず、また、温泉浴のような
リラクゼーション効果が認められる場合において
もLF/HF比は変化しないことが報告されている[7, 
9, 19]。過去の我々の経験では、本研究の高齢馬に
見られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組
み合わせは観察されていない。おそらくは高齢馬

の自律神経活動は、一般の若いウマとは異なる固
有のものではないかと推察される。
　以上のことから、我々は、生後まもなくから高齢
馬における心拍数と心拍変動に関する年齢による
変化を明らかにした。安静時心拍数は加齢による
生後まもなくより減少し、その関係は指数関数で
表すことが可能であった。25歳以上の高齢馬に見
られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組み
合わせは、一般の若いウマとは異なる固有のもの
ではないかと推察された。
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はじめに
　心拍変動解析は非侵襲的に自律神経活動を測定
する方法として知られている。 [1, 21, 22]。心拍変
動パワースペクトラムの高周波成分（HFパワー）
は副交感神経活動を反映するとされ、低周波数成
分（LFパワー）は交感・副交感の両神経活動が寄与
していると考えられている。このためLF/HF比は、
自律神経活動の交感・副交感神経活動のバランス
を示していると考えられている。このことから、心
電図から得られた心拍変動解析は自律神経活動を
評価する方法として、ヒトだけでなくウマや他の
動物においても広く応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。ウマにおいては、交感神経β受容
体遮断薬に対する心拍変動の反応が他の動物とは

異なるものの、HFパワーやLFパワーは定量的に自
律神経活動を反映していると報告されている [9, 
19]。そのため、心拍変動解析はストレスや薬物に
対する効果、輸送、疼痛、トレーニング効果などを
評価する方法として応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。加えて、本解析方法はウマに対す
る温泉浴の効果を判定するなど、リラクゼーショ
ン効果の指標としても用いられている [7]。 しか
し、これまでの研究においては、成馬の心拍変動を
分析したものが中心であり、子馬や高齢のウマに
ついての調査はほとんど行われていない。そこで、
本研究おいては、新生子馬から高齢馬における心
拍数および心拍変動を調査することにより、それ
らの指標の年齢による変化を明らかにすることを

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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表2　25歳以上のウマの個別データ

図1
上図
心拍数と年齢の関係式は Y = 48.2X-0.129 (R2 = 0.705)であった。
下図
0歳から7歳のウマの心拍数と年齢の関係式はY = 44.1X-0.179 (R2 

= 0.882)であった。
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目的とした。

材料および方法
　実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお
ける実験動物委員会の承認を得て行った。供試馬
は臨床的に健康なサラブレッド83頭（雄60頭、雌
23頭）を用いた。 7頭の子馬に対して、出生後24時
間以内から、7日齢、30日齢、90日齢、200日齢と縦
断的に心電図を記録した。これとは異なる6頭に
対しては、1.5歳および2歳、2.5歳と縦断的に心電
図を記録した。この６頭はこの間一切のトレーニ
ングは行われなかった。これらとは別に、1歳齢馬
12頭および3-7歳の27頭の競走馬（これらのウマ
は日常的にトレーニングを行っていた）の心電図
を記録した。加えて、27頭の老齢馬（15歳以上）を
供試したが、これらは15-25歳のグループおよび
25歳以上のグループに分けて分析を行った。
　安静時の心電図はホルター型心電計を用いて環
境による影響を少なくするためそれぞれの馬房内
でAB誘導により30分間記録した。電極は標準的な
AB誘導位置に付け、ホルター型心電計はウマに着
せたショルダーラグ内に収納した。ウマは拘束す
ることなく馬房内にて自由に動けるようにした。

日内変動の影響を少なくするため午後１-３時に
記録は行われた。
　得られた心電図は、ECGプロセッサー（ソフトロ
ン社）を用いて以前の報告に従って分析を行った
[9]。すなわち、心電図のR波を検出しR-R間隔のタ
コグラムを作成し、このタコグラムから、512点を
1セットとして5Hzで再サンプリングを行った。
各々のデータセットはハミングウインド処理さ
れ、パワースペクトルを得るために高速フーリエ
変換された。LFパワーは0.01-0.07 Hz、HFパワー
は0.07-0.6 Hzの設定で解析を行った。LF/HF比は、
LFパワーをHFパワーで除することにより求めた。
データ分析は、非直線回帰分析を年齢と心拍数の
間で行った。

結果
　表１は、心拍数と心拍変動解析の結果一覧を示
している。心拍数は、出生直後から年齢上昇に伴い
減少した。生後7日の心拍数は、106.2 ± 10.3回/
分と最も高かった。また、3-7歳の競走馬の安静時
心拍数は32.9 ± 3.5回/分と最も低値であった。心
拍数と年齢の間には次式Y = 48.2X-0 . 1 2 9  (R2  = 
0.705, P < 0.05, 図1上)の相関関係が認められた。

また、0-7歳の年齢と心拍数の関係においては次式
Y = 44.1X-0.179 (R2 = 0.882, P < 0.05, 図1下)で表さ
れる相関関係が認められた。LFパワーは、出生直後
から年齢上昇に伴い増加した。3-7歳の競走馬の
LFパワーが、最も高かった。同様に、HFパワーは出
生直後から年齢上昇に伴い増加し、最も高値を示
したのは高齢馬グループであった。一方、LF/HF比
は25歳以上の高齢馬グループが最も低い値を示
した。表２に個々の25歳以上のウマデータを示し
たが15頭中8頭がLF/HF比が１以下の低値を示し
た。

考察
　我々は出生直後の子馬から25歳以上の高齢の
ウマまで 、サラブレッドの安静時心拍数および心
拍変動の指標について調査を行った。平均の心拍
数は生後７日より減少した。LFパワーおよびHFパ
ワーはそれぞれ出生直後から増加傾向が認められ
た。これらの心拍数と心拍変動解析の結果の変化
は、加齢による変化と考えられた。3-7歳の競走馬
の安静時心拍数が最も低く、LFパワーおよびHFパ
ワーは最も高かった。ただし、これは25歳以上の
高齢馬のHFパワーを除いた場合である。25歳以上

の高齢馬のHFパワーは、他のグループに比較して
最も高くLF/HF比は最も低い値であった。25歳以
上の高齢馬の心拍変動解析の結果は高齢馬特有で
あり、自律神経バランスが他の若いウマとは異な
る可能性が示唆された。
　1歳～2歳にかけて初期トレーニング時に安静
時心拍数は減少しLFパワーおよびHFパワーは増
加することから、この時の若馬における自律神経
活動の変化は主に副交感神経活動の亢進であると
報告されている[16]。本研究においても、3歳から7
歳の競走馬の安静時心拍数が最も低く、LFパワー
およびHFパワーが高かった。また、本研究の他の
グループは日々トレーニングを行っている訳では
なかった。すなわち、 3歳から7歳の競走馬におけ
る心拍数や自律神経活動の変化は、主にトレーニ
ングによるものと考えられた。
　多くの哺乳動物において、心拍数とエネルギー
消費量は正の相関が認められることが知られてい
る[2-5, 8, 11-14]。 サラブレッドにおいても、心拍
数や心拍変動が代謝量と相関があると報告されて
いる[15]。　本研究において、心拍数は生後すぐよ
り高齢になるまで減少した。心拍数と年齢の関係
は指数関数で表すことが可能であり、有意な相関
を示した。一般に、若い動物や体重の軽い小さな動
物は、高齢の動物や大きな動物よりも代謝量が多
いとされている[24]。 我々は、新生子馬は高い代
謝率を維持するため、比較的多量の心拍出量が必
要であり、そのことが安静時心拍数の高さの原因
であると推察している。しかし、心拍数と年齢、エ
ネルギー代謝量との関係についてはさらなる研究
が必要である。
　25歳以上の最高齢グループのウマのHFパワー
は他のグループと比較して最も高く、LF/HF比は
最も低い値であった。25歳以上のウマの15頭中8
頭において、LF/HF比は1.0を下回った。サラブ
レッドにおいては、交感神経β受容体遮断薬に
よってLF/HF比は変化せず、また、温泉浴のような
リラクゼーション効果が認められる場合において
もLF/HF比は変化しないことが報告されている[7, 
9, 19]。過去の我々の経験では、本研究の高齢馬に
見られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組
み合わせは観察されていない。おそらくは高齢馬

の自律神経活動は、一般の若いウマとは異なる固
有のものではないかと推察される。
　以上のことから、我々は、生後まもなくから高齢
馬における心拍数と心拍変動に関する年齢による
変化を明らかにした。安静時心拍数は加齢による
生後まもなくより減少し、その関係は指数関数で
表すことが可能であった。25歳以上の高齢馬に見
られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組み
合わせは、一般の若いウマとは異なる固有のもの
ではないかと推察された。
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はじめに
　心拍変動解析は非侵襲的に自律神経活動を測定
する方法として知られている。 [1, 21, 22]。心拍変
動パワースペクトラムの高周波成分（HFパワー）
は副交感神経活動を反映するとされ、低周波数成
分（LFパワー）は交感・副交感の両神経活動が寄与
していると考えられている。このためLF/HF比は、
自律神経活動の交感・副交感神経活動のバランス
を示していると考えられている。このことから、心
電図から得られた心拍変動解析は自律神経活動を
評価する方法として、ヒトだけでなくウマや他の
動物においても広く応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。ウマにおいては、交感神経β受容
体遮断薬に対する心拍変動の反応が他の動物とは

異なるものの、HFパワーやLFパワーは定量的に自
律神経活動を反映していると報告されている [9, 
19]。そのため、心拍変動解析はストレスや薬物に
対する効果、輸送、疼痛、トレーニング効果などを
評価する方法として応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。加えて、本解析方法はウマに対す
る温泉浴の効果を判定するなど、リラクゼーショ
ン効果の指標としても用いられている [7]。 しか
し、これまでの研究においては、成馬の心拍変動を
分析したものが中心であり、子馬や高齢のウマに
ついての調査はほとんど行われていない。そこで、
本研究おいては、新生子馬から高齢馬における心
拍数および心拍変動を調査することにより、それ
らの指標の年齢による変化を明らかにすることを

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
 
References
  1．Aarts ,  L . ,  Hee ,  R . ,  Dekker ,  I . ,  Jong ,  J . ,  

Langemeijer, H., Bast, A. 1995. The widely 
used anesthetic agent propofol can replace α
-tocopherol as an antioxidant. FEBS Letters 
357: 83‒85

  2．Allaouchiche, B., Debon, R., Goudable, J., 
Chassard, D., Duflo, F. 2001. Oxidative stress 
s t a tus  dur ing  exposure  to  p ropo fo l ,  
sevoflurane and desflurane. Anesth. Analg. 93: 
981‒985

  3．Ballester, M., Llorens, J., Garcia, A. J., Perez, G. 
J., Tebar, E., Martinez, L. J., Belda, J., Juez, M. 
2011. Myocardial oxidative stress protection 
by sevoflurane vs. propofol: a randomized 
controlled study in patients undergoing 
off-pump coronary artery bypass graft 
surgery. Eur. Soc. Anaesth. 874-881

  4．Bedirli, N., Demirtas, C. Y., Akkaya, T., Salman, 
B., Alper, M., Bedirli, A., Pasaoglu, H. 2012. 
Vo l a t i l e  anes the t i c  p r econd i t i on ing  
attenuated sepsis induced lung inflammation. 
J. Surg. Res. 178: 17‒23

  5．Cruzat, V. F., Krause, M., Newsholme, P. 2014 
Amino acid supplementation and impact on 
immune function in the context of exercise. J. 
Int. Soc. Sports Nutr. 11: 61

  6．Dal, Molin, S. Z., Kruel, C. R., de Fraga, R. S., 
Alboim, C., de Oliviera, J. R., Alvares-da-Silva, 
M. R. 2014 Differential protective effects of 
anaesthesia with sevoflurane or isoflurane: an 
animal experimental model simulating liver 
transplantation. Eur. J. Anaesth. 31: 695‒700

  7．Han, C., Ding, W., Jiang, W., Chen, Y., Hang, 
D., Gu, D., Jiang, G., Tan, Y., Ge, Z., Ma, T. 
2015.  A  compar ison of  the  effects  of  
midazolam, propofol and dexmedetomidine 
on the antioxidant system: A randomized 
trial. Exp. Ther. Med. 9: 2293‒2298

  8．Hata, M., Kobayashi, K., Yoshino, F., Yoshida, 
A., Sugiyama, S., Miyamoto, C., Tokutomi, F., 
Maehata, Y., Wada-Takahashi, S., Takahashi, 
S. S., Komatsu, T., Yoshida, K. 2011. Direct 
assessment of the antioxidant properties of 

midazolam by electron spin resonance 
spectroscopy. J. Anesth. 25: 765‒769

  9．hoshraftar, E., Ranjbar, A., Kharkhane, B., 
Heidary, S. T., Gharebaghi, Z., Zadkhosh, N. 
2014. Antioxidant effects of propofol vs. 
ketamine in individuals undergoing surgery. 
Arch. Iran. Med. 17: 486‒489

10．Kirschvink, N., Moffarts, B., Lekeux, P. 2008. 
The oxidant/antioxidant equilibrium in 
horses. Vet. J. 177: 178‒191

11．Kusano, K., Yamazaki, M., Kiuchi, M., Kaneko, 
K., Koyama, K. 2016. Reference range of 
blood biomarkers for oxidative stress in 
Thoroughbred racehorses (2‒5 years old). J. 
Equine Sci. 27: 125‒129

12．Lee, J .Y. 2012. Oxidative stress due to 
anes thes i a  and  su rg i ca l  t r auma  and  
comparison of the effects of propofol and 
thiopental in dogs. J .  Vet .  Med.  Sci .  74: 
663‒665

13．Lee, Y. M., Song, B. C., Yeum, K. J. 2015. 
Impact of volatile anesthetics on oxidative 
stress and inflammation. Bio. Med. Res. Int. 
2015: 1‒8

14．Meephansan, J., Rungjang, A., Yingmema, W., 
Deenonpoe, R., Ponnikorn, S. 2017. Effects of 
astaxanthin on cutaneous wound healing. 
Clin. Cosm. Inv. Derm. 10: 259‒265

15．Mert, T., Oksuz, H., Tugtag, B., Kilinc, M., Sahin, 

E., Altun, I. 2015 Anti-hypernociceptive and 
anti-oxidative effects of locally treated 
dobutamine in diabetic rats. Pharma. Rep. 67: 
1016-1023

16．Rosario, A. L., Park, M., Brunialti, M. K., Mendes, 
M., Rapozo, M., Fernandes, D., Salomao, R., 
Laurindo, F. R., Schettino, G. P., Azevedo, L. C. 
P. 2011. SvO2-guided resuscitation for 
experimental septic shock: effects of fluid 
infusion and dobutamine on hemodynamics, 
inflammatory response, and cardiovascular 
oxidative stress. SHOCK 36: 604-612 

17．Sato, K., Yagi, M., Yonei, Y. 2015. A new 
method for measuring oxidative stress using 
blood samples. Glycative Stress Res. 2: 15‒21

18．Shi, S., Xue, F. 2016. Current antioxidant 
treatments in organ transplantation. Oxid. 
Med. Cell. Longev.: 1‒9

19．Tsuchiya, M., Sato, E. F., Inoue, M., Asada, A. 
2008. Open abdominal surgery increases 
intraoperative oxidative stress: Can it be 
prevented? Int .  Anesth .  Res .  Soc .  107:  
1946‒1952

20．Tsuzuki, N., Sasaki, N., Kusano, K., Endo, Y., 
Torisu, S. 2016. Oxidative stress markers in 
Thoroughbred horses after castration surgery 
under inhalation anesthesia. J. Equine Sci. 27: 
77‒79



（183）

目的とした。

材料および方法
　実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお
ける実験動物委員会の承認を得て行った。供試馬
は臨床的に健康なサラブレッド83頭（雄60頭、雌
23頭）を用いた。 7頭の子馬に対して、出生後24時
間以内から、7日齢、30日齢、90日齢、200日齢と縦
断的に心電図を記録した。これとは異なる6頭に
対しては、1.5歳および2歳、2.5歳と縦断的に心電
図を記録した。この６頭はこの間一切のトレーニ
ングは行われなかった。これらとは別に、1歳齢馬
12頭および3-7歳の27頭の競走馬（これらのウマ
は日常的にトレーニングを行っていた）の心電図
を記録した。加えて、27頭の老齢馬（15歳以上）を
供試したが、これらは15-25歳のグループおよび
25歳以上のグループに分けて分析を行った。
　安静時の心電図はホルター型心電計を用いて環
境による影響を少なくするためそれぞれの馬房内
でAB誘導により30分間記録した。電極は標準的な
AB誘導位置に付け、ホルター型心電計はウマに着
せたショルダーラグ内に収納した。ウマは拘束す
ることなく馬房内にて自由に動けるようにした。

日内変動の影響を少なくするため午後１-３時に
記録は行われた。
　得られた心電図は、ECGプロセッサー（ソフトロ
ン社）を用いて以前の報告に従って分析を行った
[9]。すなわち、心電図のR波を検出しR-R間隔のタ
コグラムを作成し、このタコグラムから、512点を
1セットとして5Hzで再サンプリングを行った。
各々のデータセットはハミングウインド処理さ
れ、パワースペクトルを得るために高速フーリエ
変換された。LFパワーは0.01-0.07 Hz、HFパワー
は0.07-0.6 Hzの設定で解析を行った。LF/HF比は、
LFパワーをHFパワーで除することにより求めた。
データ分析は、非直線回帰分析を年齢と心拍数の
間で行った。

結果
　表１は、心拍数と心拍変動解析の結果一覧を示
している。心拍数は、出生直後から年齢上昇に伴い
減少した。生後7日の心拍数は、106.2 ± 10.3回/
分と最も高かった。また、3-7歳の競走馬の安静時
心拍数は32.9 ± 3.5回/分と最も低値であった。心
拍数と年齢の間には次式Y = 48.2X-0 . 1 2 9  (R2  = 
0.705, P < 0.05, 図1上)の相関関係が認められた。

また、0-7歳の年齢と心拍数の関係においては次式
Y = 44.1X-0.179 (R2 = 0.882, P < 0.05, 図1下)で表さ
れる相関関係が認められた。LFパワーは、出生直後
から年齢上昇に伴い増加した。3-7歳の競走馬の
LFパワーが、最も高かった。同様に、HFパワーは出
生直後から年齢上昇に伴い増加し、最も高値を示
したのは高齢馬グループであった。一方、LF/HF比
は25歳以上の高齢馬グループが最も低い値を示
した。表２に個々の25歳以上のウマデータを示し
たが15頭中8頭がLF/HF比が１以下の低値を示し
た。

考察
　我々は出生直後の子馬から25歳以上の高齢の
ウマまで 、サラブレッドの安静時心拍数および心
拍変動の指標について調査を行った。平均の心拍
数は生後７日より減少した。LFパワーおよびHFパ
ワーはそれぞれ出生直後から増加傾向が認められ
た。これらの心拍数と心拍変動解析の結果の変化
は、加齢による変化と考えられた。3-7歳の競走馬
の安静時心拍数が最も低く、LFパワーおよびHFパ
ワーは最も高かった。ただし、これは25歳以上の
高齢馬のHFパワーを除いた場合である。25歳以上

の高齢馬のHFパワーは、他のグループに比較して
最も高くLF/HF比は最も低い値であった。25歳以
上の高齢馬の心拍変動解析の結果は高齢馬特有で
あり、自律神経バランスが他の若いウマとは異な
る可能性が示唆された。
　1歳～2歳にかけて初期トレーニング時に安静
時心拍数は減少しLFパワーおよびHFパワーは増
加することから、この時の若馬における自律神経
活動の変化は主に副交感神経活動の亢進であると
報告されている[16]。本研究においても、3歳から7
歳の競走馬の安静時心拍数が最も低く、LFパワー
およびHFパワーが高かった。また、本研究の他の
グループは日々トレーニングを行っている訳では
なかった。すなわち、 3歳から7歳の競走馬におけ
る心拍数や自律神経活動の変化は、主にトレーニ
ングによるものと考えられた。
　多くの哺乳動物において、心拍数とエネルギー
消費量は正の相関が認められることが知られてい
る[2-5, 8, 11-14]。 サラブレッドにおいても、心拍
数や心拍変動が代謝量と相関があると報告されて
いる[15]。　本研究において、心拍数は生後すぐよ
り高齢になるまで減少した。心拍数と年齢の関係
は指数関数で表すことが可能であり、有意な相関
を示した。一般に、若い動物や体重の軽い小さな動
物は、高齢の動物や大きな動物よりも代謝量が多
いとされている[24]。 我々は、新生子馬は高い代
謝率を維持するため、比較的多量の心拍出量が必
要であり、そのことが安静時心拍数の高さの原因
であると推察している。しかし、心拍数と年齢、エ
ネルギー代謝量との関係についてはさらなる研究
が必要である。
　25歳以上の最高齢グループのウマのHFパワー
は他のグループと比較して最も高く、LF/HF比は
最も低い値であった。25歳以上のウマの15頭中8
頭において、LF/HF比は1.0を下回った。サラブ
レッドにおいては、交感神経β受容体遮断薬に
よってLF/HF比は変化せず、また、温泉浴のような
リラクゼーション効果が認められる場合において
もLF/HF比は変化しないことが報告されている[7, 
9, 19]。過去の我々の経験では、本研究の高齢馬に
見られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組
み合わせは観察されていない。おそらくは高齢馬

の自律神経活動は、一般の若いウマとは異なる固
有のものではないかと推察される。
　以上のことから、我々は、生後まもなくから高齢
馬における心拍数と心拍変動に関する年齢による
変化を明らかにした。安静時心拍数は加齢による
生後まもなくより減少し、その関係は指数関数で
表すことが可能であった。25歳以上の高齢馬に見
られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組み
合わせは、一般の若いウマとは異なる固有のもの
ではないかと推察された。
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はじめに
　心拍変動解析は非侵襲的に自律神経活動を測定
する方法として知られている。 [1, 21, 22]。心拍変
動パワースペクトラムの高周波成分（HFパワー）
は副交感神経活動を反映するとされ、低周波数成
分（LFパワー）は交感・副交感の両神経活動が寄与
していると考えられている。このためLF/HF比は、
自律神経活動の交感・副交感神経活動のバランス
を示していると考えられている。このことから、心
電図から得られた心拍変動解析は自律神経活動を
評価する方法として、ヒトだけでなくウマや他の
動物においても広く応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。ウマにおいては、交感神経β受容
体遮断薬に対する心拍変動の反応が他の動物とは

異なるものの、HFパワーやLFパワーは定量的に自
律神経活動を反映していると報告されている [9, 
19]。そのため、心拍変動解析はストレスや薬物に
対する効果、輸送、疼痛、トレーニング効果などを
評価する方法として応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。加えて、本解析方法はウマに対す
る温泉浴の効果を判定するなど、リラクゼーショ
ン効果の指標としても用いられている [7]。 しか
し、これまでの研究においては、成馬の心拍変動を
分析したものが中心であり、子馬や高齢のウマに
ついての調査はほとんど行われていない。そこで、
本研究おいては、新生子馬から高齢馬における心
拍数および心拍変動を調査することにより、それ
らの指標の年齢による変化を明らかにすることを

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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目的とした。

材料および方法
　実験方法は、日本中央競馬会競走馬研究所にお
ける実験動物委員会の承認を得て行った。供試馬
は臨床的に健康なサラブレッド83頭（雄60頭、雌
23頭）を用いた。 7頭の子馬に対して、出生後24時
間以内から、7日齢、30日齢、90日齢、200日齢と縦
断的に心電図を記録した。これとは異なる6頭に
対しては、1.5歳および2歳、2.5歳と縦断的に心電
図を記録した。この６頭はこの間一切のトレーニ
ングは行われなかった。これらとは別に、1歳齢馬
12頭および3-7歳の27頭の競走馬（これらのウマ
は日常的にトレーニングを行っていた）の心電図
を記録した。加えて、27頭の老齢馬（15歳以上）を
供試したが、これらは15-25歳のグループおよび
25歳以上のグループに分けて分析を行った。
　安静時の心電図はホルター型心電計を用いて環
境による影響を少なくするためそれぞれの馬房内
でAB誘導により30分間記録した。電極は標準的な
AB誘導位置に付け、ホルター型心電計はウマに着
せたショルダーラグ内に収納した。ウマは拘束す
ることなく馬房内にて自由に動けるようにした。

日内変動の影響を少なくするため午後１-３時に
記録は行われた。
　得られた心電図は、ECGプロセッサー（ソフトロ
ン社）を用いて以前の報告に従って分析を行った
[9]。すなわち、心電図のR波を検出しR-R間隔のタ
コグラムを作成し、このタコグラムから、512点を
1セットとして5Hzで再サンプリングを行った。
各々のデータセットはハミングウインド処理さ
れ、パワースペクトルを得るために高速フーリエ
変換された。LFパワーは0.01-0.07 Hz、HFパワー
は0.07-0.6 Hzの設定で解析を行った。LF/HF比は、
LFパワーをHFパワーで除することにより求めた。
データ分析は、非直線回帰分析を年齢と心拍数の
間で行った。

結果
　表１は、心拍数と心拍変動解析の結果一覧を示
している。心拍数は、出生直後から年齢上昇に伴い
減少した。生後7日の心拍数は、106.2 ± 10.3回/
分と最も高かった。また、3-7歳の競走馬の安静時
心拍数は32.9 ± 3.5回/分と最も低値であった。心
拍数と年齢の間には次式Y = 48.2X-0 . 1 2 9  (R2  = 
0.705, P < 0.05, 図1上)の相関関係が認められた。

また、0-7歳の年齢と心拍数の関係においては次式
Y = 44.1X-0.179 (R2 = 0.882, P < 0.05, 図1下)で表さ
れる相関関係が認められた。LFパワーは、出生直後
から年齢上昇に伴い増加した。3-7歳の競走馬の
LFパワーが、最も高かった。同様に、HFパワーは出
生直後から年齢上昇に伴い増加し、最も高値を示
したのは高齢馬グループであった。一方、LF/HF比
は25歳以上の高齢馬グループが最も低い値を示
した。表２に個々の25歳以上のウマデータを示し
たが15頭中8頭がLF/HF比が１以下の低値を示し
た。

考察
　我々は出生直後の子馬から25歳以上の高齢の
ウマまで 、サラブレッドの安静時心拍数および心
拍変動の指標について調査を行った。平均の心拍
数は生後７日より減少した。LFパワーおよびHFパ
ワーはそれぞれ出生直後から増加傾向が認められ
た。これらの心拍数と心拍変動解析の結果の変化
は、加齢による変化と考えられた。3-7歳の競走馬
の安静時心拍数が最も低く、LFパワーおよびHFパ
ワーは最も高かった。ただし、これは25歳以上の
高齢馬のHFパワーを除いた場合である。25歳以上

の高齢馬のHFパワーは、他のグループに比較して
最も高くLF/HF比は最も低い値であった。25歳以
上の高齢馬の心拍変動解析の結果は高齢馬特有で
あり、自律神経バランスが他の若いウマとは異な
る可能性が示唆された。
　1歳～2歳にかけて初期トレーニング時に安静
時心拍数は減少しLFパワーおよびHFパワーは増
加することから、この時の若馬における自律神経
活動の変化は主に副交感神経活動の亢進であると
報告されている[16]。本研究においても、3歳から7
歳の競走馬の安静時心拍数が最も低く、LFパワー
およびHFパワーが高かった。また、本研究の他の
グループは日々トレーニングを行っている訳では
なかった。すなわち、 3歳から7歳の競走馬におけ
る心拍数や自律神経活動の変化は、主にトレーニ
ングによるものと考えられた。
　多くの哺乳動物において、心拍数とエネルギー
消費量は正の相関が認められることが知られてい
る[2-5, 8, 11-14]。 サラブレッドにおいても、心拍
数や心拍変動が代謝量と相関があると報告されて
いる[15]。　本研究において、心拍数は生後すぐよ
り高齢になるまで減少した。心拍数と年齢の関係
は指数関数で表すことが可能であり、有意な相関
を示した。一般に、若い動物や体重の軽い小さな動
物は、高齢の動物や大きな動物よりも代謝量が多
いとされている[24]。 我々は、新生子馬は高い代
謝率を維持するため、比較的多量の心拍出量が必
要であり、そのことが安静時心拍数の高さの原因
であると推察している。しかし、心拍数と年齢、エ
ネルギー代謝量との関係についてはさらなる研究
が必要である。
　25歳以上の最高齢グループのウマのHFパワー
は他のグループと比較して最も高く、LF/HF比は
最も低い値であった。25歳以上のウマの15頭中8
頭において、LF/HF比は1.0を下回った。サラブ
レッドにおいては、交感神経β受容体遮断薬に
よってLF/HF比は変化せず、また、温泉浴のような
リラクゼーション効果が認められる場合において
もLF/HF比は変化しないことが報告されている[7, 
9, 19]。過去の我々の経験では、本研究の高齢馬に
見られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組
み合わせは観察されていない。おそらくは高齢馬

の自律神経活動は、一般の若いウマとは異なる固
有のものではないかと推察される。
　以上のことから、我々は、生後まもなくから高齢
馬における心拍数と心拍変動に関する年齢による
変化を明らかにした。安静時心拍数は加齢による
生後まもなくより減少し、その関係は指数関数で
表すことが可能であった。25歳以上の高齢馬に見
られたような高いHFパワーと低いLF/HF比の組み
合わせは、一般の若いウマとは異なる固有のもの
ではないかと推察された。
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はじめに
　心拍変動解析は非侵襲的に自律神経活動を測定
する方法として知られている。 [1, 21, 22]。心拍変
動パワースペクトラムの高周波成分（HFパワー）
は副交感神経活動を反映するとされ、低周波数成
分（LFパワー）は交感・副交感の両神経活動が寄与
していると考えられている。このためLF/HF比は、
自律神経活動の交感・副交感神経活動のバランス
を示していると考えられている。このことから、心
電図から得られた心拍変動解析は自律神経活動を
評価する方法として、ヒトだけでなくウマや他の
動物においても広く応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。ウマにおいては、交感神経β受容
体遮断薬に対する心拍変動の反応が他の動物とは

異なるものの、HFパワーやLFパワーは定量的に自
律神経活動を反映していると報告されている [9, 
19]。そのため、心拍変動解析はストレスや薬物に
対する効果、輸送、疼痛、トレーニング効果などを
評価する方法として応用されている　[6, 7, 9, 10, 
15-20, 23, 25]。加えて、本解析方法はウマに対す
る温泉浴の効果を判定するなど、リラクゼーショ
ン効果の指標としても用いられている [7]。 しか
し、これまでの研究においては、成馬の心拍変動を
分析したものが中心であり、子馬や高齢のウマに
ついての調査はほとんど行われていない。そこで、
本研究おいては、新生子馬から高齢馬における心
拍数および心拍変動を調査することにより、それ
らの指標の年齢による変化を明らかにすることを

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
 
References
  1．Aarts ,  L . ,  Hee ,  R . ,  Dekker ,  I . ,  Jong ,  J . ,  

Langemeijer, H., Bast, A. 1995. The widely 
used anesthetic agent propofol can replace α
-tocopherol as an antioxidant. FEBS Letters 
357: 83‒85

  2．Allaouchiche, B., Debon, R., Goudable, J., 
Chassard, D., Duflo, F. 2001. Oxidative stress 
s t a tus  dur ing  exposure  to  p ropo fo l ,  
sevoflurane and desflurane. Anesth. Analg. 93: 
981‒985

  3．Ballester, M., Llorens, J., Garcia, A. J., Perez, G. 
J., Tebar, E., Martinez, L. J., Belda, J., Juez, M. 
2011. Myocardial oxidative stress protection 
by sevoflurane vs. propofol: a randomized 
controlled study in patients undergoing 
off-pump coronary artery bypass graft 
surgery. Eur. Soc. Anaesth. 874-881

  4．Bedirli, N., Demirtas, C. Y., Akkaya, T., Salman, 
B., Alper, M., Bedirli, A., Pasaoglu, H. 2012. 
Vo l a t i l e  anes the t i c  p r econd i t i on ing  
attenuated sepsis induced lung inflammation. 
J. Surg. Res. 178: 17‒23

  5．Cruzat, V. F., Krause, M., Newsholme, P. 2014 
Amino acid supplementation and impact on 
immune function in the context of exercise. J. 
Int. Soc. Sports Nutr. 11: 61

  6．Dal, Molin, S. Z., Kruel, C. R., de Fraga, R. S., 
Alboim, C., de Oliviera, J. R., Alvares-da-Silva, 
M. R. 2014 Differential protective effects of 
anaesthesia with sevoflurane or isoflurane: an 
animal experimental model simulating liver 
transplantation. Eur. J. Anaesth. 31: 695‒700

  7．Han, C., Ding, W., Jiang, W., Chen, Y., Hang, 
D., Gu, D., Jiang, G., Tan, Y., Ge, Z., Ma, T. 
2015.  A  compar ison of  the  effects  of  
midazolam, propofol and dexmedetomidine 
on the antioxidant system: A randomized 
trial. Exp. Ther. Med. 9: 2293‒2298

  8．Hata, M., Kobayashi, K., Yoshino, F., Yoshida, 
A., Sugiyama, S., Miyamoto, C., Tokutomi, F., 
Maehata, Y., Wada-Takahashi, S., Takahashi, 
S. S., Komatsu, T., Yoshida, K. 2011. Direct 
assessment of the antioxidant properties of 

midazolam by electron spin resonance 
spectroscopy. J. Anesth. 25: 765‒769

  9．hoshraftar, E., Ranjbar, A., Kharkhane, B., 
Heidary, S. T., Gharebaghi, Z., Zadkhosh, N. 
2014. Antioxidant effects of propofol vs. 
ketamine in individuals undergoing surgery. 
Arch. Iran. Med. 17: 486‒489

10．Kirschvink, N., Moffarts, B., Lekeux, P. 2008. 
The oxidant/antioxidant equilibrium in 
horses. Vet. J. 177: 178‒191

11．Kusano, K., Yamazaki, M., Kiuchi, M., Kaneko, 
K., Koyama, K. 2016. Reference range of 
blood biomarkers for oxidative stress in 
Thoroughbred racehorses (2‒5 years old). J. 
Equine Sci. 27: 125‒129

12．Lee, J .Y. 2012. Oxidative stress due to 
anes thes i a  and  su rg i ca l  t r auma  and  
comparison of the effects of propofol and 
thiopental in dogs. J .  Vet .  Med.  Sci .  74: 
663‒665

13．Lee, Y. M., Song, B. C., Yeum, K. J. 2015. 
Impact of volatile anesthetics on oxidative 
stress and inflammation. Bio. Med. Res. Int. 
2015: 1‒8

14．Meephansan, J., Rungjang, A., Yingmema, W., 
Deenonpoe, R., Ponnikorn, S. 2017. Effects of 
astaxanthin on cutaneous wound healing. 
Clin. Cosm. Inv. Derm. 10: 259‒265

15．Mert, T., Oksuz, H., Tugtag, B., Kilinc, M., Sahin, 

E., Altun, I. 2015 Anti-hypernociceptive and 
anti-oxidative effects of locally treated 
dobutamine in diabetic rats. Pharma. Rep. 67: 
1016-1023

16．Rosario, A. L., Park, M., Brunialti, M. K., Mendes, 
M., Rapozo, M., Fernandes, D., Salomao, R., 
Laurindo, F. R., Schettino, G. P., Azevedo, L. C. 
P. 2011. SvO2-guided resuscitation for 
experimental septic shock: effects of fluid 
infusion and dobutamine on hemodynamics, 
inflammatory response, and cardiovascular 
oxidative stress. SHOCK 36: 604-612 

17．Sato, K., Yagi, M., Yonei, Y. 2015. A new 
method for measuring oxidative stress using 
blood samples. Glycative Stress Res. 2: 15‒21

18．Shi, S., Xue, F. 2016. Current antioxidant 
treatments in organ transplantation. Oxid. 
Med. Cell. Longev.: 1‒9

19．Tsuchiya, M., Sato, E. F., Inoue, M., Asada, A. 
2008. Open abdominal surgery increases 
intraoperative oxidative stress: Can it be 
prevented? Int .  Anesth .  Res .  Soc .  107:  
1946‒1952

20．Tsuzuki, N., Sasaki, N., Kusano, K., Endo, Y., 
Torisu, S. 2016. Oxidative stress markers in 
Thoroughbred horses after castration surgery 
under inhalation anesthesia. J. Equine Sci. 27: 
77‒79



（185）

研究レポート

上林義範1)・都築　直2)・徳重裕貴3)*・草野寛一4)

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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要旨

　手術に伴う酸化ストレスは、免疫抑制や創傷治癒の遅延を引き起こす可能性があるため抑制するこ
とが望ましいと考えられる。静脈麻酔薬のプロポフォールは抗酸化能を有しており、手術時の酸化スト
レスを軽減させることがヒトで知られている。一方、ウマでは麻酔薬が酸化ストレスに与える影響に関
する報告はない。本研究では、セボフルラン吸入麻酔下で関節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬に
おいて、プロポフォール投与方法の異なる3種の麻酔法を実施した際の酸化ストレスを比較した。酸化
ストレス指標として、血中酸化ストレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を用いた。全群において
bOSとbAPのいずれもが手術前と比較して手術終了時に有意に低下したが、いずれも麻酔群間での差は
認めなかった。関節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬において、プロポフォール投与方法の異なる
麻酔法が酸化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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プロポフォール投与方法の
異なる麻酔法における酸化ストレスの比較
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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表1　各群における麻酔プロトコル

表2　個体および麻酔に関する情報
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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表3　血中酸化ストレス度（bOS）および血中抗酸化力 （bAP）
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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研究レポート

溝部文彬1)*・野村基惟1)**・加藤智弘1)***・南保泰雄2)・山田一孝3)

はじめに
　繋靭帯起始部の骨損傷（OISL; Osseous Injury at 
the origin of the Suspensory Ligament）は競走馬
の跛行原因となる繋靭帯起始部の異常の一つであ
る [4]。OISLの病因としては、腕節の過伸展が考え
られており、骨の適応限界を超えたストレスが加
わることで、OISLが発症すると考えられている
[1]。重度のOISLにおいては、数ヶ月の休養と調教
強度の制限が必要となる[2]。このため、適切な予
後判定や調教プログラムの策定のため、画像診断
によってOISLの治癒過程を評価することが重要と
考えられている。
　MRI検査は優れた軟部組織コントラストを有
し、加えて骨浮腫をはじめとする骨内の炎症性変

化が描出できる [11]。これまで、繋靭帯起始部の
異常が疑われる馬に対するMRI検査については、
全身麻酔下での検査に関する報告が2004年にさ
れ [10]、sMRI装置を用いた検査については、比較
的最近になって報告された[8]。これらの報告によ
ると、X線検査や超音波検査において検出されな
かった病変が、診断可能であったとされる [2]。本
研究では、sMRI検査による経時的病態評価を実施
した4頭のOISL症例において、既存の画像診断装
置との比較を試みた。

材料と方法
　対象は2015～2016年に栗東トレーニング・セ
ンター競走馬診療所において、跛行診断のため

sMRI検査を実施し、OISLと診断されたサラブレッ
ド種競走馬の4症例とした。X線検査、超音波検査
およびsMRI検査には、それぞれ富士フィルム製
FCR Speedia CS、日立製HI VISION Avius（14-6 
MHzメガヘルツのリニア型プローブ）およびハル
マーク製Equine Limb Scanner（0.27テスラ）を使
用した。

結果
　各症例の画像所見の一覧を表1に示した。sMRI
検査所見については、T1強調画像における低信号
領域の存在の有無およびT2*強調およびSTIR画像
における高信号領域の範囲に応じ、BMO型信号変
化を4段階（＋～＋＋＋＋）に分類した。
　症例1では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。さらに、超音波検査に
おいては、第三中手骨近位掌側面の骨不整像が認
められた。sMRI検査においては、第三中手骨の海
綿骨領域におけるBMO型信号変化（T1強調画像で
の低信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の
無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号）が認め
られた（図1, A‒C）。その後、第24病日、第53病日お
よび第87病日のsMRI検査においては、臨床所見の
良化に一致してBMO型信号変化の改善が認めら
れた（図1, D‒L）。症例1は第242病日に競走復帰を
果たした。
　症例2では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。一方、超音波検査にお
いては、異常を認めなかった。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた（図2, A‒C）。その後、第23病日お
よび第85病日のsMRI検査においては、BMO型信

号変化の経時的な改善が認められた（図2, D‒I）。症
例2は第228病日に競走復帰を果たした。
　症例3では、出走後に左前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められた。一方、X線検査上、異常
所見は認められなかった。そこで、診断麻酔を実施
した後、sMRI検査を行ったところ、第三中手骨近
位の海綿骨領域において、BMO型信号変化が認め
られた。その後、第20病日のsMRI検査においては、
BMO型信号変化の改善が確認された。症例3では、
リハビリ期間中に発症した別の疾病により競争復
帰までに時間を要し、最終的には第441病日に出
走を果たした。
　症例4では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた。その後、第16病日のsMRI検査
においては、BMO型信号変化に改善を認めず、馬
主の意向によって引退した。

考察
　近年、諸外国の馬診療施設においては、MRI、CT
あるいは核シンチグラフィーなどの画像診断装置
の普及が進み、競走馬の下肢部疾病に対して様々
な検査手段が利用可能となった。MRI検査につい
ては、従来型のMRI装置に代わり、立位鎮静下で検
査可能なsMRI装置が導入されるようになった。そ
して、繋靭帯起始部の異常に関しては、X線検査や
超音波検査では診断困難な病変が存在することが
報告された[2]。本研究では、症例1、2および4のX
線検査においては、第3中手骨近位部にX線透過性
の亢進した領域が認められた。一方、症例3につい
ては、sMRI検査において骨損傷が認められたが、X
線検査上の異常を認めなかった。このことから、繋
靭帯起始部の異常を診断する上で、X線検査と比
較してsMRI検査が診断感度に優れると推察され
た。次に、超音波検査については、症例1および症
例2で実施した。症例1については、第2病日の超音
波検査において、手根中手関節の2 cm遠位で剥離
骨片が認められた。その後、跛行などの臨床所見や
sMRI検査所見に改善が認められたが、超音波検査
においては、第3中手骨掌側面の不整が一貫して

描出された。また、症例2においては、超音波検査
上の異常を認めなかった。このことから、OISLの経
時的評価および診断において、sMRI検査の優位性
が示唆された。
　sMRI検査においては、全ての症例に共通し、第3
中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画像での低
信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の無信
号、ならびに脂肪抑制画像での高信号が認められ
た。これは、炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起
因した骨髄内の一過性の水分量の増加、あるいは
水素原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪
成分が置換されたことで認められた信号変化であ
ると考えられた[5, 7]。この特徴的な信号変化につ
いては、BMO型信号変化と呼称されている[8]。ま
た、全ての症例のT2*強調画像において、等～高信
号の周囲を取り囲むように無信号領域が描出され
た理由として、phase effect cancellationが考えら
れた[9]。T2*強調画像においては、phase effect 
cancellationの出現の有無を読影することが、海綿
骨内の炎症性変化を評価する上で有用と考えられ
た。症例1、2および3については、T2*強調画像にお
ける高信号領域が消失した段階においても、脂肪
抑制画像において、海綿骨内に高信号領域が残存
した。脂肪抑制画像については、T2*強調画像と比
較して海綿骨などの脂肪に富む組織内における液
性変化の検出に優れると考えられている[6]。これ
は、脂肪抑制条件においては、海綿骨内の脂肪由来
の高信号が抑制されるため、他の撮影条件では不
明瞭であった信号変化についても、容易に描出で
きるためである。症例1、2および3については、
sMRI検査所見の良化に合わせて調教を再開する
ことで、競走復帰を果たした。これらの症例におい
ては、T2*強調画像における高信号領域の消失や
脂肪抑制画像における高信号領域の減少が認めら
れた。以上から、この特徴的な信号変化が、OISL発
症馬において、調教再開のタイミングを検討する
上で有用な指標となると示唆された。
　結論として、OISLの診断においては、X線検査や
超音波検査と比較し、sMRI検査の高い有用性が示
唆された。さらに、sMRI検査により経過観察し、治
癒過程を評価することにより、適切なタイミング
での調教再開が可能となると考えられた。
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要旨

　アスリートである現役競走馬については、疾病を発症した場合においても、治癒過程の経時的評価に
基づき、適切な休養と調教強度の制限を実施することが、競走生活を確保するために重要と考えられて
いる。本研究では、繋靭帯起始部の骨損傷が疑われた4症例に対し、低磁場立位MRI（sMRI）検査による経
時的な病態評価を試みた。全ての症例に共通するsMRI検査所見として、第三中手骨の海綿骨領域におけ
るBone Marrow Oedema（BMO）型信号変化が認められた。検査後、3症例でBMO型信号変化の改善が認
められ、これらの症例については競走復帰を果たした。本研究から、繋靭帯起始部の骨損傷症例におい
て、複数回のsMRI検査により治癒過程を評価することにより、適切なタイミングでの調教再開が可能と
なると考えられた。
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低磁場立位MRI検査により経過観察した繋靭帯起始部に
骨損傷を認めたサラブレッド種競走馬の4症例
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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はじめに
　繋靭帯起始部の骨損傷（OISL; Osseous Injury at 
the origin of the Suspensory Ligament）は競走馬
の跛行原因となる繋靭帯起始部の異常の一つであ
る [4]。OISLの病因としては、腕節の過伸展が考え
られており、骨の適応限界を超えたストレスが加
わることで、OISLが発症すると考えられている
[1]。重度のOISLにおいては、数ヶ月の休養と調教
強度の制限が必要となる[2]。このため、適切な予
後判定や調教プログラムの策定のため、画像診断
によってOISLの治癒過程を評価することが重要と
考えられている。
　MRI検査は優れた軟部組織コントラストを有
し、加えて骨浮腫をはじめとする骨内の炎症性変

化が描出できる [11]。これまで、繋靭帯起始部の
異常が疑われる馬に対するMRI検査については、
全身麻酔下での検査に関する報告が2004年にさ
れ [10]、sMRI装置を用いた検査については、比較
的最近になって報告された[8]。これらの報告によ
ると、X線検査や超音波検査において検出されな
かった病変が、診断可能であったとされる [2]。本
研究では、sMRI検査による経時的病態評価を実施
した4頭のOISL症例において、既存の画像診断装
置との比較を試みた。

材料と方法
　対象は2015～2016年に栗東トレーニング・セ
ンター競走馬診療所において、跛行診断のため

sMRI検査を実施し、OISLと診断されたサラブレッ
ド種競走馬の4症例とした。X線検査、超音波検査
およびsMRI検査には、それぞれ富士フィルム製
FCR Speedia CS、日立製HI VISION Avius（14-6 
MHzメガヘルツのリニア型プローブ）およびハル
マーク製Equine Limb Scanner（0.27テスラ）を使
用した。

結果
　各症例の画像所見の一覧を表1に示した。sMRI
検査所見については、T1強調画像における低信号
領域の存在の有無およびT2*強調およびSTIR画像
における高信号領域の範囲に応じ、BMO型信号変
化を4段階（＋～＋＋＋＋）に分類した。
　症例1では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。さらに、超音波検査に
おいては、第三中手骨近位掌側面の骨不整像が認
められた。sMRI検査においては、第三中手骨の海
綿骨領域におけるBMO型信号変化（T1強調画像で
の低信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の
無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号）が認め
られた（図1, A‒C）。その後、第24病日、第53病日お
よび第87病日のsMRI検査においては、臨床所見の
良化に一致してBMO型信号変化の改善が認めら
れた（図1, D‒L）。症例1は第242病日に競走復帰を
果たした。
　症例2では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。一方、超音波検査にお
いては、異常を認めなかった。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた（図2, A‒C）。その後、第23病日お
よび第85病日のsMRI検査においては、BMO型信

号変化の経時的な改善が認められた（図2, D‒I）。症
例2は第228病日に競走復帰を果たした。
　症例3では、出走後に左前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められた。一方、X線検査上、異常
所見は認められなかった。そこで、診断麻酔を実施
した後、sMRI検査を行ったところ、第三中手骨近
位の海綿骨領域において、BMO型信号変化が認め
られた。その後、第20病日のsMRI検査においては、
BMO型信号変化の改善が確認された。症例3では、
リハビリ期間中に発症した別の疾病により競争復
帰までに時間を要し、最終的には第441病日に出
走を果たした。
　症例4では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた。その後、第16病日のsMRI検査
においては、BMO型信号変化に改善を認めず、馬
主の意向によって引退した。

考察
　近年、諸外国の馬診療施設においては、MRI、CT
あるいは核シンチグラフィーなどの画像診断装置
の普及が進み、競走馬の下肢部疾病に対して様々
な検査手段が利用可能となった。MRI検査につい
ては、従来型のMRI装置に代わり、立位鎮静下で検
査可能なsMRI装置が導入されるようになった。そ
して、繋靭帯起始部の異常に関しては、X線検査や
超音波検査では診断困難な病変が存在することが
報告された[2]。本研究では、症例1、2および4のX
線検査においては、第3中手骨近位部にX線透過性
の亢進した領域が認められた。一方、症例3につい
ては、sMRI検査において骨損傷が認められたが、X
線検査上の異常を認めなかった。このことから、繋
靭帯起始部の異常を診断する上で、X線検査と比
較してsMRI検査が診断感度に優れると推察され
た。次に、超音波検査については、症例1および症
例2で実施した。症例1については、第2病日の超音
波検査において、手根中手関節の2 cm遠位で剥離
骨片が認められた。その後、跛行などの臨床所見や
sMRI検査所見に改善が認められたが、超音波検査
においては、第3中手骨掌側面の不整が一貫して

描出された。また、症例2においては、超音波検査
上の異常を認めなかった。このことから、OISLの経
時的評価および診断において、sMRI検査の優位性
が示唆された。
　sMRI検査においては、全ての症例に共通し、第3
中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画像での低
信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の無信
号、ならびに脂肪抑制画像での高信号が認められ
た。これは、炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起
因した骨髄内の一過性の水分量の増加、あるいは
水素原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪
成分が置換されたことで認められた信号変化であ
ると考えられた[5, 7]。この特徴的な信号変化につ
いては、BMO型信号変化と呼称されている[8]。ま
た、全ての症例のT2*強調画像において、等～高信
号の周囲を取り囲むように無信号領域が描出され
た理由として、phase effect cancellationが考えら
れた[9]。T2*強調画像においては、phase effect 
cancellationの出現の有無を読影することが、海綿
骨内の炎症性変化を評価する上で有用と考えられ
た。症例1、2および3については、T2*強調画像にお
ける高信号領域が消失した段階においても、脂肪
抑制画像において、海綿骨内に高信号領域が残存
した。脂肪抑制画像については、T2*強調画像と比
較して海綿骨などの脂肪に富む組織内における液
性変化の検出に優れると考えられている[6]。これ
は、脂肪抑制条件においては、海綿骨内の脂肪由来
の高信号が抑制されるため、他の撮影条件では不
明瞭であった信号変化についても、容易に描出で
きるためである。症例1、2および3については、
sMRI検査所見の良化に合わせて調教を再開する
ことで、競走復帰を果たした。これらの症例におい
ては、T2*強調画像における高信号領域の消失や
脂肪抑制画像における高信号領域の減少が認めら
れた。以上から、この特徴的な信号変化が、OISL発
症馬において、調教再開のタイミングを検討する
上で有用な指標となると示唆された。
　結論として、OISLの診断においては、X線検査や
超音波検査と比較し、sMRI検査の高い有用性が示
唆された。さらに、sMRI検査により経過観察し、治
癒過程を評価することにより、適切なタイミング
での調教再開が可能となると考えられた。

引用文献
  1．Bertone, A. L. 2011. Suspensory ligament 

desmitis .  pp.  644‒648. In:  Adams and 
Stashak’s Lameness in Horses,  6th ed.  
(Baxter, G. M. ed.), Blackwell Publishing, Ltd., 
West Sussex.

  2．Brokken, M. T., Schneider, R. K., Sampson, S. 
N., Tucker, R. L., Gavin, P. R. and Ho, C. P. 
2007. Magnetic resonance imaging features 
of proximal metacarpal and metatarsal 
injuries in the horse. Vet. Radiol. Ultrasound 
48: 507‒517.

  3．Carpenter, R. S. 2012. How to treat dorsal 
metacarpal disease with regional tiludronate 
and extracorporeal shock wave therapies in 
thoroughbred racehorses. Proceedings of the 
58th annual convention of the American 
association of equine practitioners. 58: 
546‒549.

  4．Dyson, S. J. 1991. Proximal suspensory 
desmitis: clinical, ultrasonographic and 
radiographic features. Equine Vet. J. 23: 
25‒31.

  5．Gonzalez, L. M., Schramme, M. C., Robertson, 
I. D., Thrall, D. E. and Redding, R. W. 2010. 
MRI features of metacarpo(tarso)phalangeal 
region lameness in 40 horses. Vet. Radiol. 
Ultrasound 51: 404‒414.

  6．Murray ,  R .  and Mair ,  T .  2005.  Use  of  
magnetic resonance imaging in lameness 
diagnosis in the horse.  In Practice 27: 
138‒146.

  7．Olive, J., Mair, T. S. and Charles, B. 2009. Use 
of standing low-field magnetic resonance 
imaging to diagnose middle phalanx bone 
marrow lesions in horses. Equine Vet. Educ. 
21: 116‒123.

  8．Powell, S. E., Ramzan, P. H. L., Head, M. J., 
Shepherd, M. C., Baldwin, G. I. and Steven, W. 
N. 2010. Standing magnetic resonance 
imag i n g  d e t e c t i o n  o f  b on e  ma r r ow  
oedema-type signal pattern associated with 
subcarpal pain in 8 racehorses: A prospective 
study. Equine Vet. J. 42: 10‒17.

  9．Werpy, N. 2009. Diagnosis of middle phalanx 
bone marrow les ions  in  horses  us ing 
m a g n e t i c  r e s o n a n c e  i m a g i n g  a n d  
identification of phase effect cancellation for 
proper image interpretation. Equine Vet. 
Educ. 21: 125‒130.

10．Zubrod, C. J., Schneider, R. K., and Tucker, R. 
L. 2004. Use of magnetic resonance imaging 
to  i den t i f y  suspensory  desmi t i s  and  
adhesions between exostoses of the second 
metacarpa l  bone and the  suspensory  
ligament in four horses. J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 224: 1815‒1820.

11．Zubrod, C. J., Schneider, R. K., Tucker, R. L., 
Gavin, P. R., Ragle, C. A. and Farnsworth, K. D. 
2004. Use of magnetic resonance imaging for 
identifying subchondral bone damage in 
horses: 11 cases. J. Am. Vet. Med. Assoc. 224: 
411‒418.

表1　各症例の画像所見一覧

図1
 症例1の第3病日（A, B, C）、第24病日（D, E, F）、第53病日（G, H, I）
および第87病日（J, K, L）の右前管部立位MRI検査画像。矢状断
像。近位を画像上、背側を画像左に示す。第三中手骨の海綿骨領
域におけるBMO型信号変化の経時的改善を認める。

図2
症例2の第1病日（A, B, C）、第23病日（D, E, F）および第85病日（G, 
H, I）の右前管部立位MRI検査画像。手根中手関節から2 cm遠位
の横断像。背側を画像上、外側を画像左に示す。第三中手骨の海
綿骨領域におけるBMO型信号変化の経時的改善を認める。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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はじめに
　繋靭帯起始部の骨損傷（OISL; Osseous Injury at 
the origin of the Suspensory Ligament）は競走馬
の跛行原因となる繋靭帯起始部の異常の一つであ
る [4]。OISLの病因としては、腕節の過伸展が考え
られており、骨の適応限界を超えたストレスが加
わることで、OISLが発症すると考えられている
[1]。重度のOISLにおいては、数ヶ月の休養と調教
強度の制限が必要となる[2]。このため、適切な予
後判定や調教プログラムの策定のため、画像診断
によってOISLの治癒過程を評価することが重要と
考えられている。
　MRI検査は優れた軟部組織コントラストを有
し、加えて骨浮腫をはじめとする骨内の炎症性変

化が描出できる [11]。これまで、繋靭帯起始部の
異常が疑われる馬に対するMRI検査については、
全身麻酔下での検査に関する報告が2004年にさ
れ [10]、sMRI装置を用いた検査については、比較
的最近になって報告された[8]。これらの報告によ
ると、X線検査や超音波検査において検出されな
かった病変が、診断可能であったとされる [2]。本
研究では、sMRI検査による経時的病態評価を実施
した4頭のOISL症例において、既存の画像診断装
置との比較を試みた。

材料と方法
　対象は2015～2016年に栗東トレーニング・セ
ンター競走馬診療所において、跛行診断のため

sMRI検査を実施し、OISLと診断されたサラブレッ
ド種競走馬の4症例とした。X線検査、超音波検査
およびsMRI検査には、それぞれ富士フィルム製
FCR Speedia CS、日立製HI VISION Avius（14-6 
MHzメガヘルツのリニア型プローブ）およびハル
マーク製Equine Limb Scanner（0.27テスラ）を使
用した。

結果
　各症例の画像所見の一覧を表1に示した。sMRI
検査所見については、T1強調画像における低信号
領域の存在の有無およびT2*強調およびSTIR画像
における高信号領域の範囲に応じ、BMO型信号変
化を4段階（＋～＋＋＋＋）に分類した。
　症例1では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。さらに、超音波検査に
おいては、第三中手骨近位掌側面の骨不整像が認
められた。sMRI検査においては、第三中手骨の海
綿骨領域におけるBMO型信号変化（T1強調画像で
の低信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の
無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号）が認め
られた（図1, A‒C）。その後、第24病日、第53病日お
よび第87病日のsMRI検査においては、臨床所見の
良化に一致してBMO型信号変化の改善が認めら
れた（図1, D‒L）。症例1は第242病日に競走復帰を
果たした。
　症例2では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。一方、超音波検査にお
いては、異常を認めなかった。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた（図2, A‒C）。その後、第23病日お
よび第85病日のsMRI検査においては、BMO型信

号変化の経時的な改善が認められた（図2, D‒I）。症
例2は第228病日に競走復帰を果たした。
　症例3では、出走後に左前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められた。一方、X線検査上、異常
所見は認められなかった。そこで、診断麻酔を実施
した後、sMRI検査を行ったところ、第三中手骨近
位の海綿骨領域において、BMO型信号変化が認め
られた。その後、第20病日のsMRI検査においては、
BMO型信号変化の改善が確認された。症例3では、
リハビリ期間中に発症した別の疾病により競争復
帰までに時間を要し、最終的には第441病日に出
走を果たした。
　症例4では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた。その後、第16病日のsMRI検査
においては、BMO型信号変化に改善を認めず、馬
主の意向によって引退した。

考察
　近年、諸外国の馬診療施設においては、MRI、CT
あるいは核シンチグラフィーなどの画像診断装置
の普及が進み、競走馬の下肢部疾病に対して様々
な検査手段が利用可能となった。MRI検査につい
ては、従来型のMRI装置に代わり、立位鎮静下で検
査可能なsMRI装置が導入されるようになった。そ
して、繋靭帯起始部の異常に関しては、X線検査や
超音波検査では診断困難な病変が存在することが
報告された[2]。本研究では、症例1、2および4のX
線検査においては、第3中手骨近位部にX線透過性
の亢進した領域が認められた。一方、症例3につい
ては、sMRI検査において骨損傷が認められたが、X
線検査上の異常を認めなかった。このことから、繋
靭帯起始部の異常を診断する上で、X線検査と比
較してsMRI検査が診断感度に優れると推察され
た。次に、超音波検査については、症例1および症
例2で実施した。症例1については、第2病日の超音
波検査において、手根中手関節の2 cm遠位で剥離
骨片が認められた。その後、跛行などの臨床所見や
sMRI検査所見に改善が認められたが、超音波検査
においては、第3中手骨掌側面の不整が一貫して

描出された。また、症例2においては、超音波検査
上の異常を認めなかった。このことから、OISLの経
時的評価および診断において、sMRI検査の優位性
が示唆された。
　sMRI検査においては、全ての症例に共通し、第3
中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画像での低
信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の無信
号、ならびに脂肪抑制画像での高信号が認められ
た。これは、炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起
因した骨髄内の一過性の水分量の増加、あるいは
水素原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪
成分が置換されたことで認められた信号変化であ
ると考えられた[5, 7]。この特徴的な信号変化につ
いては、BMO型信号変化と呼称されている[8]。ま
た、全ての症例のT2*強調画像において、等～高信
号の周囲を取り囲むように無信号領域が描出され
た理由として、phase effect cancellationが考えら
れた[9]。T2*強調画像においては、phase effect 
cancellationの出現の有無を読影することが、海綿
骨内の炎症性変化を評価する上で有用と考えられ
た。症例1、2および3については、T2*強調画像にお
ける高信号領域が消失した段階においても、脂肪
抑制画像において、海綿骨内に高信号領域が残存
した。脂肪抑制画像については、T2*強調画像と比
較して海綿骨などの脂肪に富む組織内における液
性変化の検出に優れると考えられている[6]。これ
は、脂肪抑制条件においては、海綿骨内の脂肪由来
の高信号が抑制されるため、他の撮影条件では不
明瞭であった信号変化についても、容易に描出で
きるためである。症例1、2および3については、
sMRI検査所見の良化に合わせて調教を再開する
ことで、競走復帰を果たした。これらの症例におい
ては、T2*強調画像における高信号領域の消失や
脂肪抑制画像における高信号領域の減少が認めら
れた。以上から、この特徴的な信号変化が、OISL発
症馬において、調教再開のタイミングを検討する
上で有用な指標となると示唆された。
　結論として、OISLの診断においては、X線検査や
超音波検査と比較し、sMRI検査の高い有用性が示
唆された。さらに、sMRI検査により経過観察し、治
癒過程を評価することにより、適切なタイミング
での調教再開が可能となると考えられた。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。

引用文献
  1．Mitchell B, McCowan D, Nicholson IA. Annual 

cycles of body weight and condition in 
Scottish Red deer, Cervus elaphus. J Zool. 
1976;180(1):107‒127.

  2．Adamczewski JZ, Flood PF, Gunn A. Seasonal 
p a t t e r n s  i n  b o d y  c ompo s i t i o n  a n d  

reproduction of female muskoxen (Ovibos 
moschatus). J Zool. 1997;241(2):245‒269.

  3．Scheibe KM, Streich WL. Annual rhythm of 
body weight in Przewalski horses (Equus 
ferus przewalskii). Biol Rhythm Res. 2003;34
(4):383‒395.

  4．Kuntz R, Kubalek C, Ruf T, Tataruch F, Arnold 
W. Seasonal adjustment of energy budget in a 
large wild mammal, the Przewalski horse 
(Equus ferus przewalskii) I. Energy intake. J 
Exp Biol. 2006;209(22):4557‒4565.

  5．Arno l d  W ,  Ru f  T ,  Kun t z  R .  S e a sona l  
adjustment of energy budget in a large wild 
mammal, the Przewalski horse (Equus ferus 
przewalskii) II. Energy expenditure. J Exp Biol. 
2006;209(22):4566‒4573.

  6．Parker KL, Gi l l ingham MP, Hanley TA, 
Robbins CT. Foraging efficiency: energy 
e x p end i t u r e  v e r s u s  e n e r g y  g a i n  i n  
free-ranging black-tailed deer. Can J Zoolog. 
1996;74(3):442‒450.

  7．Brinkmann L, Gerken M, Riek A. Adaptation 
s t r a t e g i e s  t o  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  
environmental conditions of a domesticated 
horse breed, the Shetland pony (Equus ferus 
caballus). J Exp Biol. 2012;215(7):1061‒1068.

  8．Brinkmann L, Gerken M, Hambly C, Speakman 
JR, Riek A. Saving energy during hard times: 
energetic adaptations of Shetland pony 
mares. J Exp Biol. 2014;217(24):4320‒4327.

  9．Kappen KL, Garner LM, Kerr KR, Swanson KS. 
Effects of photoperiod on food intake, activity 
and metabolic rate in adult neutered male 
cats. J Anim Physiol Anim Nutr. 2014;98
(5):958‒967.

10．Fitzgerald BP, McManus CJ. Photoperiodic 
versus metabolic signals as determinants of 
seasonal anestrus in the mare. Biol Reprod. 
2000;63(1):335‒340.

11．Cho KH, Son SK, Cho BW, Lee HK, Kong HS, 
Jeon GJ, et al. Effects of change of body 
weight on racing time in Thoroughbred 

racehorses. J Anim Sci Technol. 2008;50
(6):741‒746.

12．Giles SL, Rands SA, Nicol CJ, Harris PA. 
Obesity prevalence and associated risk 
factors in outdoor living domestic horses and 
ponies. Peer J. 2014;2:e299.

13．Staniar WB, Kronfeld DS, Treiber KH, Splan 
RK, Harris PA. Growth rate consists of 
b a s e l i n e  a n d  s y s t ema t i c  d e v i a t i o n  
components in Thoroughbreds. J Anim Sci. 
2004;82(4):1007‒1015.

14．Brown-Douglas CG, Parkinson TJ, Firth EC, 
Fennessy PF. Bodyweights and growth rates 
of spring-and autumn-born Thoroughbred 
horses raised on pasture. New Zeal Vet J. 
2005;53(5):326‒331.

15．Morel PCH, Bokor A, Rogers CW, Firth EC. 
Growth curves from birth to weaning for 
Thoroughbred foals raised on pasture. New 
Zeal Vet J. 2007;55(6):319‒325.

16．Onoda T, Yamamoto R, Sawamura K, Inoue Y, 
Matsui A, Miyake T, et al. Empirical growth 
curve estimation using sigmoid sub-functions 
that adjust seasonal compensatory growth for 
male body weight of Thoroughbred horses. J 
Equine Sci. 2011;22(2):37‒42.

17．Lawrence LM, DiPietro J, Ewert K, Parrett D, 
Moser L, Powell D. Changes in body weight 
and condition of gestating mares. J Equine 
Vet Sci. 1992;12(6):355‒358.

18．Geor RJ .  Metabol ic  predisposi t ions to 
laminitis in horses and ponies: obesity, insulin 
resistance and metabolic syndromes. J Equine 
Vet Sci. 2008;28(12):753‒759.

19．Wylie CE, Collins SN, Verheyen KLP, Newton 
JR. Risk factors for equine laminitis :  a 
c a s e - c o n t r o l  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  
veterinary-registered horses and ponies in 
Great Britain between 2009 and 2011. Vet J. 
2013;198(1):57‒69.

20．Takaha sh i  T ,  K a s a sh ima  Y ,  Ueno  Y .  
Association between race history and risk of 

superficial digital flexor tendon injury in 
Thoroughbred racehorses. J Am Vet Med 
Assoc. 2004;225(1):90‒93.

21．Ellis JM, Hollands T, Allen DE. Effect of forage 
intake on bodyweight and performance. 
Equine Vet J Suppl. 2002;34:66‒70.

22．Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, Kold SE, 
Poulos PW. The spine. In: Clinical Radiology 
of the Horse. Oxford: Blackwell Scientific; 
1993. p. 355-398.

23．NRC.  Nutr ient  Requirement  of  Horses  
6th edi t ion (onl ine) .  Washington,  DC:  
N a t i o n a l  A c a d e m y  P r e s s ;  2 0 0 7 .  
https://www.nap.edu/read/11653/chapter/3. 
Accessed 3 Dec 2016.

24．Cleveland RB, Cleveland WS, McRae JE, 
Terpenn ing  I .  STL :  A  seasona l - t r end  
decomposition procedure based on loess. J 
Off Stat. 1990;6(1):3‒73.

25．R Development Core Team, 2011; R:  A 
language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical 
C ompu t i n g ,  V i e n n a ,  A u s t r i a .  I S BN  
3-900051-07-0. http://www.R-project.prg/. 
Accessed 7 June 2017.

26．Edholm OG, Adam JM, Best TW. Day-to-day 
weight changes in young men. Ann Hum Biol. 
1974;1(1):3‒12.

27．Ma Y ,  O lendzk i  BC ,  L i  W,  Hafner  AR ,  
Chiriboga D, Hebert JR, et al .  Seasonal 
variation in food intake, physical activity, and 
body weight in a predominantly overweight 
population. Eur J Clin Nutr. 2006;60:519‒528.

28．Amato C, Martin L, Dumon H, Jaillardon L, 
Nguyen P, Siliart B. Variations of plasma 
leptin in show horses during a work season. J 
A n im  P h y s i o l  A n im  N u t r .  2 0 12 ; 9 6
(5):850‒859.

29．Brinkmann L, Gerken M, Riek A. Seasonal 
changes of total body water and water intake 
in Shetland ponies measured by an isotope 
dilution technique. J Anim Sci. 2013;91

(8):3750‒3758.
30．McBride GE, Christopherson RJ, Sauer W. 

Metabolic rate and plasma thyroid hormone 
concentrations of mature horses in response 
to changes in ambient temperature. Can J 
Anim Sci. 1985;65(2):375‒382.

31．Boon P, Visser H, Daan S. Effect of photoperiod 
on body mass, and daily energy intake and 
energy expenditure in young rats. Physiol 
Behav. 1997;62(4):913‒919.

32．Bertolucci C, Giannetto C, Fazio F, Piccione G. 
Seasonal variations in daily rhythms of 
activity in athletic horses. Animal. 2008;2
(7):1055‒1060.

33．Takahashi Y, Akai M, Murase H, Nambo Y. 
Seasonal changes in serum progesterone 
levels  in Thoroughbred racehorses in 

training. J Equine Sci. 2015;26(4):135‒139.
34．Gramm M, Marksteiner R. The effect of age 

on thoroughbred racing performance. J 
Equine Sci. 2010;21(4):73‒78.

35．Takahashi T. The effect of age on the racing 
speed of Thoroughbred racehorses. J Equine 
Sci. 2015;26(2):43‒48.

36．Ohsh i g e  K .  R educ t i on  i n  ambu l ance  
transports  during a publ ic  awareness 
campaign for appropriate ambulance use. 
Acad Emerg Med. 2008;15(3):289‒93.

37．Lee HS, Levine M, Guptill-Yoran C, Johnson 
AJ, Kamecke P, Moore GE. Regional and 
t empo r a l  v a r i a t i o n s  o f  L e p t o s p i r a  
seropositivity in dogs in the United States, 
2000‒2010 .  J  Ve t  In t  Med .  2014 ;28
(3):779‒788.

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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はじめに
　繋靭帯起始部の骨損傷（OISL; Osseous Injury at 
the origin of the Suspensory Ligament）は競走馬
の跛行原因となる繋靭帯起始部の異常の一つであ
る [4]。OISLの病因としては、腕節の過伸展が考え
られており、骨の適応限界を超えたストレスが加
わることで、OISLが発症すると考えられている
[1]。重度のOISLにおいては、数ヶ月の休養と調教
強度の制限が必要となる[2]。このため、適切な予
後判定や調教プログラムの策定のため、画像診断
によってOISLの治癒過程を評価することが重要と
考えられている。
　MRI検査は優れた軟部組織コントラストを有
し、加えて骨浮腫をはじめとする骨内の炎症性変

化が描出できる [11]。これまで、繋靭帯起始部の
異常が疑われる馬に対するMRI検査については、
全身麻酔下での検査に関する報告が2004年にさ
れ [10]、sMRI装置を用いた検査については、比較
的最近になって報告された[8]。これらの報告によ
ると、X線検査や超音波検査において検出されな
かった病変が、診断可能であったとされる [2]。本
研究では、sMRI検査による経時的病態評価を実施
した4頭のOISL症例において、既存の画像診断装
置との比較を試みた。

材料と方法
　対象は2015～2016年に栗東トレーニング・セ
ンター競走馬診療所において、跛行診断のため

sMRI検査を実施し、OISLと診断されたサラブレッ
ド種競走馬の4症例とした。X線検査、超音波検査
およびsMRI検査には、それぞれ富士フィルム製
FCR Speedia CS、日立製HI VISION Avius（14-6 
MHzメガヘルツのリニア型プローブ）およびハル
マーク製Equine Limb Scanner（0.27テスラ）を使
用した。

結果
　各症例の画像所見の一覧を表1に示した。sMRI
検査所見については、T1強調画像における低信号
領域の存在の有無およびT2*強調およびSTIR画像
における高信号領域の範囲に応じ、BMO型信号変
化を4段階（＋～＋＋＋＋）に分類した。
　症例1では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。さらに、超音波検査に
おいては、第三中手骨近位掌側面の骨不整像が認
められた。sMRI検査においては、第三中手骨の海
綿骨領域におけるBMO型信号変化（T1強調画像で
の低信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の
無信号、ならびに脂肪抑制画像での高信号）が認め
られた（図1, A‒C）。その後、第24病日、第53病日お
よび第87病日のsMRI検査においては、臨床所見の
良化に一致してBMO型信号変化の改善が認めら
れた（図1, D‒L）。症例1は第242病日に競走復帰を
果たした。
　症例2では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。一方、超音波検査にお
いては、異常を認めなかった。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた（図2, A‒C）。その後、第23病日お
よび第85病日のsMRI検査においては、BMO型信

号変化の経時的な改善が認められた（図2, D‒I）。症
例2は第228病日に競走復帰を果たした。
　症例3では、出走後に左前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められた。一方、X線検査上、異常
所見は認められなかった。そこで、診断麻酔を実施
した後、sMRI検査を行ったところ、第三中手骨近
位の海綿骨領域において、BMO型信号変化が認め
られた。その後、第20病日のsMRI検査においては、
BMO型信号変化の改善が確認された。症例3では、
リハビリ期間中に発症した別の疾病により競争復
帰までに時間を要し、最終的には第441病日に出
走を果たした。
　症例4では、調教後に右前肢の跛行と管近位掌
側面の帯熱が認められ、X線検査上、第三中手骨近
位部に透亮像が確認された。sMRI検査において
は、第三中手骨の海綿骨領域におけるBMO型信号
変化が認められた。その後、第16病日のsMRI検査
においては、BMO型信号変化に改善を認めず、馬
主の意向によって引退した。

考察
　近年、諸外国の馬診療施設においては、MRI、CT
あるいは核シンチグラフィーなどの画像診断装置
の普及が進み、競走馬の下肢部疾病に対して様々
な検査手段が利用可能となった。MRI検査につい
ては、従来型のMRI装置に代わり、立位鎮静下で検
査可能なsMRI装置が導入されるようになった。そ
して、繋靭帯起始部の異常に関しては、X線検査や
超音波検査では診断困難な病変が存在することが
報告された[2]。本研究では、症例1、2および4のX
線検査においては、第3中手骨近位部にX線透過性
の亢進した領域が認められた。一方、症例3につい
ては、sMRI検査において骨損傷が認められたが、X
線検査上の異常を認めなかった。このことから、繋
靭帯起始部の異常を診断する上で、X線検査と比
較してsMRI検査が診断感度に優れると推察され
た。次に、超音波検査については、症例1および症
例2で実施した。症例1については、第2病日の超音
波検査において、手根中手関節の2 cm遠位で剥離
骨片が認められた。その後、跛行などの臨床所見や
sMRI検査所見に改善が認められたが、超音波検査
においては、第3中手骨掌側面の不整が一貫して

描出された。また、症例2においては、超音波検査
上の異常を認めなかった。このことから、OISLの経
時的評価および診断において、sMRI検査の優位性
が示唆された。
　sMRI検査においては、全ての症例に共通し、第3
中手骨の海綿骨領域におけるT1強調画像での低
信号、T2*強調画像での等～高信号と周囲の無信
号、ならびに脂肪抑制画像での高信号が認められ
た。これは、炎症に伴う充血や血管透過性亢進に起
因した骨髄内の一過性の水分量の増加、あるいは
水素原子核を有する液体などにより骨髄内の脂肪
成分が置換されたことで認められた信号変化であ
ると考えられた[5, 7]。この特徴的な信号変化につ
いては、BMO型信号変化と呼称されている[8]。ま
た、全ての症例のT2*強調画像において、等～高信
号の周囲を取り囲むように無信号領域が描出され
た理由として、phase effect cancellationが考えら
れた[9]。T2*強調画像においては、phase effect 
cancellationの出現の有無を読影することが、海綿
骨内の炎症性変化を評価する上で有用と考えられ
た。症例1、2および3については、T2*強調画像にお
ける高信号領域が消失した段階においても、脂肪
抑制画像において、海綿骨内に高信号領域が残存
した。脂肪抑制画像については、T2*強調画像と比
較して海綿骨などの脂肪に富む組織内における液
性変化の検出に優れると考えられている[6]。これ
は、脂肪抑制条件においては、海綿骨内の脂肪由来
の高信号が抑制されるため、他の撮影条件では不
明瞭であった信号変化についても、容易に描出で
きるためである。症例1、2および3については、
sMRI検査所見の良化に合わせて調教を再開する
ことで、競走復帰を果たした。これらの症例におい
ては、T2*強調画像における高信号領域の消失や
脂肪抑制画像における高信号領域の減少が認めら
れた。以上から、この特徴的な信号変化が、OISL発
症馬において、調教再開のタイミングを検討する
上で有用な指標となると示唆された。
　結論として、OISLの診断においては、X線検査や
超音波検査と比較し、sMRI検査の高い有用性が示
唆された。さらに、sMRI検査により経過観察し、治
癒過程を評価することにより、適切なタイミング
での調教再開が可能となると考えられた。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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要約

　家畜化された動物は、代謝を季節によって変化させることで環境の変化にも適応している。このよう
な家畜の季節的な代謝変化の報告は放牧地におけるものである。しかしながら、1年を通して一定のエ
ネルギー摂取が可能となる厩舎で管理されているような家畜における体重の季節変化は、ほとんど報
告されていない。また、競走馬の馬体重変化については、ほとんどの国で体重測定を行っていないため、
現役期間における季節変化も増加の程度もよく知られていない。本研究では2002年1月から2014年12
月までのJRA平地競走出走馬における馬体重データに時系列解析を行うことで、季節成分とトレンド成
分に分解した。
　上記期間中の出走馬640431頭中、632540頭分のデータについて時系列解析を行った。季節成分で
は、雄および去勢雄の馬体重は秋から冬にかけて最大値を示し、夏に最小値を示していた。対照的に、雌
の馬体重は、秋に最大となり、春に最小となっていた。トレンド成分では、全ての性別において体重増加
のほとんどが5歳までに観察された。その後の増加割合は小さくなっており、現役期間中におよそ30kg
の増加が認められた。
　これらの結果は、サラブレッド競走馬の馬体重は季節変動を示しており、エネルギーバランスのメカ
ニズムに性差があるかもしれないことが示唆された。さらに、サラブレッド競走馬の馬体の成長は5歳
に完了されることが示唆された。

1)Takahashi Yuji, Takahashi Toshiyuki：競走馬総合研究所
この研究レポートは、BMC vet. Res. 2017, 13(1): 257に掲載されたものを改編し、和訳したものである。

現役競走馬における季節的な体重変動について

　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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図1
雄の競走馬における馬体重を季節およびトレンド成分に分解した結果を示す。本データは2002年から2014年のJRA平地競走出走馬（2-7
歳）のデータである（n=377301）。（a）年齢および月ごとの平均馬体重（b）季節成分（c）トレンド成分（d）季節成分およびトレンド成分を除
去した残差成分
点線で引いた垂線は、馬体重の最大値が観測される月、破線で引いた垂線は、馬体重の最小値が観測される月を示す。グラフ右欄の灰色の
線は各成分におけるスケールを示す。各スケールは同じ長さで表示されているが、各スケールの単位が異なるので、同じ大きさではない。 

図2
去勢雄の競走馬における馬体重を季節およびトレンド成分に分解した結果を示す（n=19100）。（a）年齢および月ごとの平均馬体重（b）季
節成分（c）トレンド成分（d）季節成分およびトレンド成分を除去した残差成分
その他の詳細は、図1参照。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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　酸化ストレスは、生体内において活性酸素種
（ROS）の産生が抗酸化能を上回ることで誘起され
る［10］。過剰に産生されたROSは細胞膜の脂質過
酸化やDNA傷害を引き起こし、生体に様々な悪影
響を及ぼす［10］。手術に伴って酸化ストレスが誘
発されることが知られており、特に、開腹術や臓器
移植術などの侵襲の大きい手術、あるいは長時間
に及ぶ手術では酸化ストレスが誘起されやすいこ
とがヒトやイヌで報告されている［12, 18, 19］。
ウマでもイソフルラン吸入麻酔下での去勢術にお
いて軽度の酸化ストレス状態に陥ることが報告さ
れている［20］。手術誘発性の酸化ストレスは免疫
抑制や創傷治癒の遅延を招く可能性があるため、

抑制することが望ましいと考えられる［5, 14］。そ
こで、麻酔薬が酸化ストレスに与える影響につい
ても様々な研究が行われている［2, 7, 13, 19］。静
脈麻酔薬であるプロポフォールは、その構造が外
因性抗酸化物質であるαトコフェロールに類似し
ていることから抗酸化能を有することが知られて
おり［1］、ヒトや動物における臨床的な報告も多
い［7, 9, 12, 19］。一方、ウマではプロポフォール
が酸化ストレスに与える影響について評価した報
告はない。そこで、セボフルラン吸入麻酔下で関節
鏡手術を実施したサラブレッド競走馬においてプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔法を
実施し、酸化ストレスを比較した。

　研究には、調教中あるいは競走中に腕節構成骨
の剥離骨折を発症し、JRA美浦トレーニング・セン
ターにおいて関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭のサラブレッド競走馬を用いた。これらをプ
ロポフォール投与方法の異なる3種類の麻酔群

（pP, pM, tM）に分類した（表1）。全群において、鎮
静処置としてメデトミジン（6.0 μg/kg）およびミ
ダゾラム（0.02 mg/kg）を投与した。pPおよびpM
群ではプロポフォール（1.0 mg/kg）とケタミン

（1.0 mg/kg）にて、tM群ではチオペンタール（4.0 
mg/kg）およびGGE（100 mg/kg）にて麻酔導入を
実施した。全群で純酸素を用いた間欠的陽圧換気
のもとでセボフルラン吸入麻酔を実施し、メデト
ミジン（3.0 μg/kg/hr）の持続静脈内投与（CRI）を
合わせて実施した。さらに、pP群ではプロポ
フォール（3.0 mg/kg/hr）CRIを併用した。手術中
は平均動脈圧を70 mmHg以上に維持するために
適宜ドブタミンCRIを実施した。手術終了前、手術
終了時（覚醒室搬入時）および手術翌日（手術終了
から16～24時間）に頚静脈から採血を実施し、血

清を分離した。血清は測定までの間、－80 ℃で冷
凍保存した。酸化ストレス指標として、血中酸化ス
トレス度（bOS）および血中抗酸化力（bAP）を使用
した。bOSおよびbAPは、スポットケムi-Pack 
Oxystress Testを使用して測定した。統計解析に
は、反復測定分散分析および多重比較検定（ボン
フェローニ法）を用い、P < 0.05で有意差ありとし
た。
　3群間で馬齢、性別、体重および麻酔時間に有意
差はみられなかった（表2）。pP群における平均終
末呼気中セボフルラン濃度は1.8 ± 0.1 %であり、
pM群（2.5 ± 0.1 %）およびtM群（2.3 ± 0.2 %）と
比較して有意に低値を示した。pP群における平均
ドブタミン投与速度は0.17 ± 0.05 μg/kg/hrで
あり、pM群（0.61 ± 0.15 μg/kg/hr）と比較して
有意に低値を示した。
　手術終了時のpP群、pM群およびtM群における
bOSは、それぞれ10.9 ± 1.2 mg/dL、10.7 ± 1.6 
mg/dLおよび10.9 ± 1.5 mg/dLであり、全群にお
いて手術前および手術翌日と比較して有意に低値

を示した（P < 0.05）（表3）。一方、各時点における
bOSに群間の差は認められなかった。手術終了時
のbAPはpP群で2,582 ± 218.3 μmol/L、pM群で
2,527.6 ± 236.4 μmol/LおよびtM群で2,739.9 
± 185.7 μmol/Lであり、bOSと同様、全群におい
て手術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示した（P < 0.05）。また、各時点におけるbAPに群
間の差を認めなかった。
　本研究では酸化ストレスの指標としてbOSおよ
びbAPを用いた。bOSおよびbAPはそれぞれROS代
謝産物および抗酸化能を定量化した指標であり、
近年、ヒト医療の分野での使用が報告されている
新しい指標である［17］。一方、ウマにおいては
derivatives of reactive oxygen metabolites

（d-ROM）およびbiological antioxidant power
（BAP）を酸化ストレス指標として用いた報告が多
い［11, 20］。bOSおよびbAPがウマの酸化ストレス
指標として使用されている報告はないものの、そ
れぞれ、d-ROMおよびBAPと強い相関性を有する
ことが報告されている［17］。以上のことから、本
研究でもbOSとbAPはウマの酸化ストレス指標と
して有用であると考えられた。
　各群においてプロポフォールの投与方法が異な
るため、手術終了時におけるbOSは群間で異なる
という仮説を立てていた。しかし、bOSは全群で手
術終了時に有意に低下し、各時点におけるbOSに
群間の差を認めなかったことから、本研究ではプ
ロポフォール投与方法の異なる麻酔法により酸化
ストレスに差が生じるということは証明されな
かった。pP群と比較してプロポフォール投与量が
少ないpM群、あるいはプロポフォールを投与して
いないtM群でもpP群と同程度にbOSが低下した
ことから、これらの群ではプロポフォール以外の
薬物がbOSの低下に影響した可能性が考えられた。

　pM群とtM群における平均終末呼気中セボフル
ラン濃度は、pP群と比較して有意に高値を示し
た。近年、セボフルランには抗酸化能があり酸化ス
トレスを軽減すること、あるいは低侵襲手術にお
いてはDNA傷害性を発揮しないことが報告されて
いる［4, 6, 13］。さらに、セボフルランとプロポ
フォールの抗酸化能について比較した報告もあ
り、ヒトの冠動脈バイパス手術において、セボフル
ランはプロポフォールと比較して心筋細胞に対す
る優れた酸化ストレス保護作用を有することが報
告されている［3］。一方で、プロポフォールの方が
セボフルランより抗酸化能が高いとする報告もあ
る［2, 19」。このように、プロポフォールとセボフ
ルランの抗酸化能の優位性については未だ議論が
分かれるところではあるが、本研究ではpM群およ
びtM群でpP群と同程度にbOSが低下したことか
ら、これら2群ではセボフルランが抗酸化能を補
填した可能性が考えられた。
　pM群における平均ドブタミン投与速度はpP群
と比較して有意に高値を示した。ラットの糖尿病
モデルにおいて、高用量ドブタミンの単回皮下投
与はスーパーオキシドジスムターゼおよびカタ
ラーゼ活性を増強し、酸化ストレスを軽減するこ
とが報告されている［15］。一方、ブタにおいてド
ブタミン（> 2.5 μg/kg/min）のCRIは心血管系に
おける酸化ストレスを緩和しないことが報告され
ている［16］。本研究ではpP群とpM群で平均ドブ
タミン投与速度に有意差があったものの、その用
量は既報と比較して低値であったことから、ドブ
タミン投与速度の違いは酸化ストレスに影響して
いないと考えられた。
　また、導入時に投与された麻酔薬も群間で異
なっていた。ケタミンおよびチオペンタールはプ
ロポフォールと比較して抗酸化能が低いことが報

告されており［9, 12］、GGEの抗酸化能について言
及した報告は見当たらなかった。そのため、これら
の薬剤が酸化ストレスに与えた影響については本
研究では検討しなかった。
　以上のことから、pM群およびtM群ではプロポ
フォールに代わってセボフルランが抗酸化能を補
填したことによって、手術終了時に3群間でbOSの
差がみられないという結果になった可能性が推察
された。
　鎮静時およびCRIに用いられたメデトミジンの
用量は全群で統一されていた。ヒトで主に用いら
れるα2アドレナリン受容体作動薬であるデクス
メデトミジンは、プロポフォールと同等の抗酸化
能を有することが報告されている［7］。メデトミ
ジンの抗酸化能に関する既報はないが、デクスメ
デトミジンの抗酸化能が明らかになっていること
から、同じくα2アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンが抗酸化能を発揮した可能性も考
えられた。ミダゾラムも全群において同用量が投
与されているが、ミダゾラムはプロポフォールや
デクスメデトミジンと比較して抗酸化能が低いこ
と［7］、および臨床応用量では酸化ストレスに影
響を及ぼさないと報告されていることから［8］、
本研究では検討しなかった。
　bAPも全群において手術終了時に有意に低下
し、群間の差を認めなかった。一般的に、抗酸化能
指標の低下はROSの除去のために抗酸化物質が消
費されたことを示唆する。そのため、抗酸化能の低
下がみられた際には、ROS指標は基点と不変ある
いは基点より上昇するのが一般的である。しかし、
本研究ではbAPが低下しているうえにbOSも低下
していたことから、bAP低下の原因は抗酸化物質
がROSを消去するために消費されたからではない
と考えられた。bAPが低下した原因について本研
究では明らかにならなかった。
　本研究において、セボフルラン吸入麻酔下で関
節鏡手術を実施したサラブレッド競走馬におい
て、プロポフォール投与方法の異なる麻酔法が酸
化ストレスに与える影響に差は認めなかった。
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表2　年齢別に分けたグループにおいて最大値お
よび最小値を観察する月

図3
雌の競走馬における馬体重を季節およびトレンド成分に分解した結果を示す（n=236139）。（a）年齢および月ごとの平均馬体重（b）季節成
分（c）トレンド成分（d）季節成分およびトレンド成分を除去した残差成分
その他の詳細は、図1参照。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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背景
　野生では、食糧の手に入りやすさや、質が季節変
化を示すことが避けられないため、草食動物の体
重は季節変化を示す[1, 2]。家畜化されたウマの祖
先であるモウコノウマは、半野生の環境において
は、秋に体重が増加し、春に低下する[3]。これらの
変化は乾物摂取量や食餌の組成に大きく由来して
いる[4]。さらに、モウコノウマのエネルギー消費
は食糧不足に対応するために、冬に低下し、妊娠の
ために春に高くなる[5]。エネルギーバランスはエ
ネルギー摂取と消費の関係によって季節的に変化
していく[6]。したがって、体重はエネルギー収支

が正のときに増加し、負のときには減少する[3, 
6]。
　野生動物とは異なり、家畜の食餌量は季節にあ
まり影響されない。しかしながら、近年の研究で
は、家畜も気温や日長の変化によってエネルギー
消費を変化させていることが明らかとなってきて
いる[7-9]。例えば、シェットランドポニーの繁殖
牝馬は気候に合わせて、夏の代謝は高く、冬の代謝
は低い[8]。このように代謝の季節変化があること
から、年中食餌量が一定の家畜化されたウマの体
重も、冬に増加し、夏に減少しているような季節変
動を伴っていると考えられる。競走馬を含め、家畜

化されたウマの体重の季節変動に関してはいくつ
かの報告があるが[7, 8, 10-12]、ほとんどが放牧地
で管理されたウマであり、食餌量は季節によって
変化してしまう。したがって、一年を通じて一定の
エネルギー摂取の場合の体重の季節変動について
はほとんど知られていない。
　馬産業においては、出生から育成期にかけて
[13-16]、または繁殖雌馬[10, 17]の馬体重変化に
ついては多くの報告が存在する。このような研究
は産まれてからおよそ700日齢までの成長曲線
や、繁殖期の体重変化を報告しており、その時期に
ける蹄葉炎、メタボリックシンドロームを予防す
るための栄養管理に有用な情報である[3, 18, 
19]。
　競走馬の馬体重は損傷のリスクや[20]、競走成
績に関与している[21]ため、現役期間中における
馬体重のコントロールは重要であると考えられて
いる。骨格の成長という観点から、最も遅い骨端線
の閉鎖の時期である5歳まで[22]、馬体重は増加し
続けると予想される。しかし、競走時の馬体重は日
本を含め、アジアの一部でしか計測していないた
め、競走期における馬体重の継続的な変化につい
ての報告はほとんどない[11]。
　Choらはサラブレッドの平均馬体重を性別ごと
に月別、年齢別にそれぞれ調査しているが[11]、成
長期の馬体重変化は上述した季節的な要因や、成
長によるものも含まれており、その要因を特定す
るのが難しい。そのため、馬体重のデータを季節要
因と成長要因に分類したものは、現役競走馬の損
傷やパフォーマンス向上のための栄養管理に有用
であると考えられる。
　サラブレッド競走馬の現役期間中の馬体重がど
のように変化していくのかを調べるために、出走
時馬体重のデータを季節成分、トレンド成分、残差
成分に分類する時系列解析を行った。我々の仮説
は、馬体重は季節変動を示し、5歳まで増加してい
くというものであった。

方法
　2002年1月1日～2014年12月31日における
JRA主催の平地競走に出走した競走馬の馬体重を
用いた。毎年、JRAでは約3400の平地競走が主催

されて、延べ約48000頭が出走していた。JRAが管
理する札幌競馬場から小倉競馬場までの北緯は
34度～43度であった。
　本研究で対象としたウマは、全て美浦（北緯36
度、東経140度）または栗東（北緯35度、東経136
度）トレーニング・センターに、競走前少なくとも
10日以上在厩していた。調教時間以外は、馬房

（2.8×4.0 m）で個別に飼養され、自然の日長周期
および外気温下で管理された。調教は基本的に週
6日、90分~120分行われ、そのうち1日または2日
は強度の高い調教が行われていた。この調教強度
は、全米研究評議会（NRC）の分類によれば、「非常
に強度の高い運動」に分類される[23]。競走馬の飼
養管理は厩舎関係者が行っており、次式で示され
る分だけのエネルギーを在厩中のウマに与えるよ
う日頃から指導されていた[23]。

可消化エネルギー（Mcal/日）＝0.0363×馬体重×
1.9

　基本的な飼料組成は配合飼料（馬体重の
0.8-1.2％）、燕麦（馬体重の0.5-1.0％）、チモシーま
たはアルファルファの乾草（馬体重の1-1.25％）、
ビタミンやミネラルを少量添加されたものが与え
られていたが、厩舎間で組成はいくらか異なって
いたと考えられる。トレーニング・センターに放牧
地は存在せず、ウマが食べる飼料は、厩舎で1日に
2回または3回与えられている飼料のみであった。
解析に用いた馬体重は、発走時刻のおよそ80分前
に競馬場において計測されたもので、計測に用い
た馬衡器は定期的にキャリブレーションされてい
て、最小単位は2kgであった。出走馬の馬体重、年
齢、性別を記録し、各月の平均馬体重と標準誤差を
計算した。JRAでは2歳の6月以降にデビューを迎
えるため、それ以降のデータを集めた。8歳以降は
雌および去勢雄のサンプル数が比較的少なくなっ
たため、解析には用いなかった。同様の理由で、去
勢雄の2歳6月～9月のデータも解析に用いなかっ
た。
　馬体重の季節変動および成長を調べるため、局
所重み付け回帰に基づき、馬体重データを季節成
分、トレンド成分、残差成分に分解するSTL法を用

いた[24]。STL法は、ある時間窓の観測値に対して
平滑化するために局所重み付け回帰を繰り返して
いくことで、大規模データを季節成分とトレンド
成分に分類できるフィルタ処理である[24]。平滑
化のパラメータに関しては、R言語に組み込まれ
ているアルゴリズムに従った。まずは各性別の全
データに対してSTLを実施し、季節成分とトレン
ド成分に解析した。その後、各性別の2-4歳のデー
タと、5歳以上のデータについて同様の解析を実
施した。これらの解析は2.13.0Rソフトウェアを用
いて行った[25]。

結果
　馬体重データは2002年から2014年の間に、延
べ640431頭の出走馬から得た。このデータは複
数回出走した馬のデータも含んでおり、出走回数
の範囲は1回~84回（中央値6回）であった。年齢は2
歳~13歳だった。STL法に用いたのは2~7歳の
632540頭分の馬体重データで、雄が377301頭、
去勢雄が19100頭（2歳6月~9月分のデータは除い
た）、雌が236139頭だった（表1）。図1-3は、性別ご
とのSTL法の結果を示している。年齢を細かく分
けたデータに対する結果は表2に示した。表3には
美浦および栗東トレーニング・センターの平均気
温を示した。
　平均馬体重は、全ての性別においてデビュー時
から季節変動を伴い増加していた。現役期間中、平

均馬体重は雄が461 ± 0.7kgから493 ± 0.6kg
に、去勢雄は458 ± 2.5kgから484 ± 1.7kg、雌が
442 ± 0.7kgから472 ± 2.4kgに増加していた

（それぞれ図1a、図2a、図3a）。雄に関しては、図1b
に示している季節成分から、馬体重は冬に増加し、
夏に減少していた。馬体重の最大値は1月で、最小
値は8月に観察された。去勢雄の馬体重変化は、雄
と同じような変化を示していたが、体重増加は雄
よりもやや長い秋から冬にかけて観察された。去
勢雄の馬体重は11月に最大値となり、6月に最小
値となった（図2b）。雌の馬体重の季節変動は、雄
および去勢雄とは異なっていた。雌の馬体重の季
節成分は秋から冬にかけて増加しており、10月に
最大値を示し、春に減少し、3月に最小値を示して
いた（図3b）。雄、去勢雄、雌の季節変動値はそれぞ
れ7 kg、8 kg、6 kgであった。
　トレンド成分については、どの性別においても、
デビュー時から5歳まで直線的に増加していた

（図1c、2c、3c）。4歳の終わりまでに20 kg程度増加
し、そこから7歳終わりまでにさらに5 kg増加して
いた。
　年齢別に分けた結果については、雄に関しては、
4歳以下のウマも5歳以上のウマも馬体重の最大
値は1月で、最小値は8月であった（表2）。去勢雄で
は、4歳以下のウマの馬体重の最大値は10月で、5
歳以上のウマでは12月であった。また、最小値は
どちらの群も6月であった（表2）。雌では、4歳以下

のウマ、5歳以上のウマにおいて、最大値はそれぞ
れ10月と9月に観察され、最小値はそれぞれ4月お
よび2月に観察された（表2）。

考察
　本研究から、1年を通じて比較的一定量の飼料
を与えられているサラブレッド競走馬でも、馬体
重が季節変動を示していることが明らかとなっ
た。また、季節変動は性別によって異なっているこ
とも明らかとなった。さらに、馬体重は7歳までは
増加し続けるが、そのほとんどが5歳までに観察
されていた。

　馬体重は、エネルギー摂取量と消費量の関係で
定義されるエネルギーバランスによって決まり
[26, 27]、これはウマにも当てはまる[28]。野生の
モウコノウマのエネルギー摂取量は秋に最大とな
り、冬の遅い時期に最小となる[4]。一方、エネル
ギー消費量は冬の遅い時期に小さく、春と夏に大
きくなる[5]。モウコノウマのエネルギーバランス
は秋に正、つまりエネルギー摂取が消費を上回り、
春に負、つまりエネルギー摂取が消費を下回る。こ
のようにエネルギーバランスが季節変動を示して
いるので、モウコノウマの馬体重は秋に高く、春に
低くなる[3]。
　本研究で用いた競走馬はモウコノウマとは違
い、一年中十分な飼料を与えられていると考えら
れてはいるものの、調教や日頃の馬体のケアは厩
舎スタッフが行っていたため、飼養管理は正確に
コントロールされていたわけではない。正確な飼
料量コントロールと、各馬の詳細なエネルギー摂
取量を把握することが理想だが、そのようなやり
方では競走馬の現役期間中の大規模調査は困難と
なる。実際、本研究では13年にわたる大規模デー

タを解析しており、飼料のバリエーションがあっ
たとしても平均化されてしまい、そのバリエー
ション自体があまり意味を持たなくなる。本研究
で観察されたような、明らかな季節変動を飼料量
のみで作り出すためには、研究期間中を通じ、季節
によって飼料量を変え続ける必要がある。しかし
ながら、厩舎関係者が季節によって飼料量を変化
させているという情報はない（p e r s o n a l  
communication）。さらに、年間の馬体重変動は8 
kg以内で、サンプルの平均馬体重の2%であった。
一方、半野生におけるモウコノウマの年間の馬体
重変動は22 kgでこれはサンプルの平均馬体重の
7%であった[3]。このことからも、本研究で用いた
サンプルは、半野生環境で飼養されていたウマよ
りも、一貫した量の飼料を与えられていたと考え
られる。
　本研究の雄および去勢雄は秋と冬にエネルギー
バランスが正となっており、夏に負となっている
ことが示唆される。エネルギー摂取量が一年を通
じてあまり変化がないと仮定すれば、この結果は
エネルギー消費量が季節変動している（夏に高く、
冬に低い）ためであると考えられ、これは先行研究
と一致している[8]。
　代謝の季節変動は、気温や日長の季節変動によ
り起こるのかもしれない。研究期間中の両トレー
ニング・センターにおける平均気温は、約23℃で
あり、8月に最も高く、1月に最も低かった（表3）。
本研究で用いたウマは外気温下で飼養されてお
り、気温が高い夏に代謝が高く、気温が低い冬に代
謝が低下しているのかもしれない[8, 29, 30]。ま
た、ラットや猫においては、長日期に短日期よりも
代謝が高くなることが報告されているが[9, 31]、
我々の知る限り、ウマにおいて日長とエネルギー
消費の関係を調査している研究はないため、この
関係を調べるような研究が必要であろう。
　雄および去勢雄とは違い、雌の馬体重は秋に最
大値、春に最小値となっており、先行研究と一致し
ていた[11]。これらの結果から、雌のエネルギーバ

ランスは、雄および去勢雄とは異なるメカニズム
で調整されていると考えられる。これは雌の性周
期が関係しているのかもしれない。例えば、サラブ
レッドの雌は繁殖期に運動量が高くなることが知
られている[32]。運動量変化と同様に、代謝も繁殖
期に高くなる可能性はある。なぜなら、トレーニン
グ・センターに在厩するサラブレッド競走馬は、ト
レーニング期間中も発情周期は維持されているか
らである[33]。性別特異的な馬体重調整メカニズ
ムについて更なる研究が必要である。
　馬体重の季節変動は、ウマ臨床医にとっても、競
走馬の調教師にとっても重要な意味を持つかもし
れない。我々の先行研究によれば、競走時の馬体重
が重いウマは軽いウマよりも浅指屈腱炎を発症し
やすくなる[20]。さらに、馬体重の増加は、最大下
運動におけるパフォーマンスにも影響を与えると
されている[21]。したがって、ウマ臨床医および厩
舎スタッフは飼料量を季節に合わせて調整するべ
きである。例えば、雄および去勢雄では秋、冬に減
量し、雌では秋に減量するというような調整が考
えられる。
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重は現
役期間中25~30 kg増加することが明らかとなっ
た。トレンド成分からみると、その増加分のほとん
どが5歳までに起こっていた。この時期は馬体の
中で最も骨端線の閉鎖が遅い頸椎の閉鎖時期（4.5
歳～5歳）と一致しており[22]、馬体は4歳終わり頃
に完成することを示している。さらに、競走成績や
レースの平均スピードは4.5歳～5歳でピークを迎
える[34, 35]。これらを合わせて考えれば、競走馬
の生理学的な馬体の完成は5歳の直前に迎えると
考えられる。そして、この時期の雄、去勢雄、雌の平
均馬体重はそれぞれ490 kg、480 kg、465 kgと
なっており、これらは日本のサラブレッド競走馬
の標準値となるだろう。
　残差成分は、データから季節成分とトレンド成
分を除去した残りのことである[24]、ランダムな
ばらつきを示す。しかしながら、2~3歳の残差成分

において、若干の季節変動が残っているように見
える（図1d）。さらに、今回用いたデータは、年齢に
よってデータの数が異なっており、特に雌で顕著
である（表1）。このように年齢ごとにデータの数
が異なると、季節成分に影響を与える可能性があ
るため、本研究では2~4歳のウマと5歳以上のウマ
に細かく分けた分析も行った。その分析結果と、全
てのデータを分析した結果は、最大値および最小
値をとる月の範囲がやや異なるものの、ほとんど
おなじ季節変動を示していた（表2）。このことは、
全データをSTL法によって季節成分、トレンド成
分、残差成分に分解した結果は、適切であったこと
を示唆している。
　月や季節ごとの馬体重変動の解釈には、少し注
意が必要な場合がある。例えば、JRAに所属する全
ての出走馬の平均馬体重は6月よりも5月のほう
が重い。これは、体重の軽い2歳馬が6月にデ
ビューするためである。その解釈を誤らないため
に、本研究では馬体重データを年齢の関数とし、
様々な分野で用いられているSTL法を適用した
[36, 37]。このSTL法によって、成長期の馬体重の
季節変動を観察することが可能となった。

結論
　本研究では、サラブレッド競走馬の馬体重が季
節変動しており、エネルギーバランスが季節変動
をしていることが示唆された。さらに、雄および去
勢雄では秋から冬に体重が最大値、夏に最小値を
とり、雌では秋に最大値、春に最小値となることか
ら、馬体重変動には性差があることが明らかと
なった。さらに、サラブレッド競走馬の現役期間中
の馬体重増加のほとんどは5歳までに起こってい
た。これらの結果は、競走馬の最適な栄養管理につ
ながり得る。
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海 外 報 告

モンゴル在来馬の運動中心拍数について

美浦トレーニング・センター  競走馬診療所　羽田哲朗

はじめに
　日本でも海外競馬の馬券が買えるようになり欧
米諸国の競馬が身近に感じられる時代になりまし
たが、他にも盛んに競馬が行われている国があり
ます。その一つがモンゴルです。モンゴルは“チン
ギスハーン”に代表されるように歴史的な騎馬民
族であり、馬を大自然の中で集団放牧しながら夏
季には競馬を行っています。特に、毎年7月11日の
モンゴル国独立記念日から3日間首都ウランバー
トルで開催される“ナーダム”という国民的祭典で
は、モンゴル相撲・弓射競技とともに数百頭規模の
競馬が実施され、モンゴル3大スポーツの一つと
して親しまれています。
　今回は、国際協力機構（JICA）の“獣医・畜産分野
人材育成能力強化プロジェクト”において2017年
および2018年にモンゴルを訪問し、モンゴル競馬
に出走する在来馬の調教中心拍数を測定する機会
を得たので、その概要を紹介します。

モンゴル競馬について
　モンゴル競馬に出走するモンゴル馬は絶滅危惧
種の“モウコノウマ”ではありませんが、古来より
飼育されている在来種であり、体高は約130cm、
体格的にはポニーに属する小さな馬です（写真
1）。競馬が行われていない秋～春には自然環境で
集団放牧されていますが、ナーダムに向けて調教
を開始する5月末から6月上旬にかけてレースに
使用するモンゴル馬は群れから離して個別に管理
され調教が実施されます（写真2）。レースが行わ
れるのは夏季のみで、その期間が終了すると馬た
ちを再び群れに戻し自然放牧されます。これは、馬
が他の家畜とは違いモンゴル人にとって神聖なも

ので、できるだけストレスを軽減するための工夫
だそうです1)。
　モンゴル競馬はトラックではなく草原の中を走
行するレースで、近代競馬よりもどちらかと言え
ば乗馬のエンデュランスに近いものです。ナーダ
ムのレース距離は10kmから25kmで7歳から12歳
の子供たちが騎乗しレースに挑みます（写真3, 

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

4）。負担重量が決められていないのでレースには
体重の軽い小さな子供たちが騎乗するのが一般的
で、鞍を装着するか裸馬で騎乗するかは自由です。
ナーダム以外にも競馬は各地で開催されており、
長いものでは100kmを超えるレースもあるそう
です。レース距離は馬の年齢と性別で分けられて
おり、健康手帳や血統登録証明書はないので年齢
は歯で判断します。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（1年目）
　最初の訪問は、2017年ナーダム直後の7月後半。
JICAは北海道大学と共同で、モンゴルの獣医・畜産
分野を強化するプロジェクトを行っています。今
回は、その一環でモンゴル在来馬の心拍数を測定
して運動能力評価を行うために、ウランバートル
市内のモンゴル生命科学大学に招かれました（写
真5）。共同で調査を行ったのは獣医学部の
Nyam-Osor教授とKhorolmaa准教授で、1年目はウ
ランバートル南約80kmの高原地帯で遊牧と馬の
調教を行っているDavaakhoo氏のところに伺いま

した（写真6）。Davaakhoo氏はモンゴルで一番有名
な馬の調教師で、モンゴル人調教師として初めて
来日した方としても知られています。牛・羊・山羊
とともに約600頭の馬を所有しており、“ゲル”と呼
ばれる大型テントで遊牧生活をしながら所有馬の
調教を行っています。今回は、ナーダム後に実施さ
れるレースに出走するモンゴル在来馬において調
教中心拍数を測定しました。
　心拍数測定には、サラブレッドでも使用してい
るPolar社製GPS付き心拍計（M400,  Po la r ,  
Finland）と馬用電極（Equine Electrodeまたは
Equine Belt for Heart Rate, Polar, Finland）を用い
ました。これまでポニーのような小さな馬で測定
した経験がなかったのでうまくできるか分からな
かったのですが、実際に装着してみるとサラブ
レッドと同様の方法で心拍数を測定することがで
きました（写真7）。調教は自然の地形を活かした

坂路コースを往復する形式で実施され、調教師は
車で併走しながら調教の様子を監視していました

（写真8）。

　1年目は2日間の調査で計9頭のデータを得るこ
とができました（6-8歳、雄または騸馬、詳細な履歴
は不明）。図1はその1例で、この馬の場合は片道約
5kmのコースを往復し、前半の下り区間は遅めの
キャンター、後半の上り区間は速度を上げ最後の
約700mでスピード調教を行いました。スピード
調教区間の平均斜度は約2%、最高時速は約14m/s

（約50km/h）でした。調教メニューはすべて
Davakhoo調教師が決めているそうで、レーススケ
ジュール等の関係で距離や速度は馬ごとに違って
いましたが、基本的な調教パターンは同じでした

（表1）。9頭中強調教を行った4頭（Horse D～G）の
走行距離は10.5～11.8km、最高速度は13.8～

14.3m/s（49.5～51.4km/h）でした。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（2年目）
　2度目の訪問は、2018年ナーダム直前の7月上
旬。１年目と同様、Nyam-Osor教授とKhorolmaa准
教授とともに共同調査を行いました。この時期は、
ナーダムに備えて出走予定馬を本番のレースコー
ス近くの草原に移動させ調教が実施されていま
す。あわせて、トレーニングを兼ねて馬の運動能力
を評価するために、数十～百頭規模の模擬レース
が各地で実施されています（写真9）。今回は、ナー
ダム本番のレースコース（Hui doloon hudag）で実
施された模擬レースにおいて、3名の調教師の協
力を得て出走予定馬の心拍数を測定しました。こ

のコースはウランバートル市街地から西約25km
の草原地帯をゴールとし、スタート地点はレース
距離によって変わってきます。モンゴル競馬は、馬
をゴール地点に集合させたあと速歩またはゆっく
りのキャンターでスタート地点まで移動し、折り
返しと同時に一斉にスタートしてゴールを目指す
スタイルで、模擬レースも本番と同じ形式で実施
されます（写真10, 11）。今回の調査では、2日間で
数回実施された模擬レースの内、6歳Stallion、7歳
以上Maleおよび5歳Maleの3レースに出走した各
4頭・計12頭で心拍数を測定しました。
　前述のとおりナーダム本番では年齢ごとにレー
ス距離が異なりますが、今回測定した3レースは
すべて約16kmで実施されました。図2はその1例

で、スタート地点で折り返した後、高低差約
150m・最大斜度約2%の上りコースにおいて、ス
タート直後から最高速度の約14m/s（約50km/h）
で走り出し、徐々に減速しながらゴールに辿り着
くというパターンでレースを行っていました。こ
のレースパターンは測定したすべての馬で同じ
で、12頭中10頭はスタート直後に最高速度13.3～
14.5m/s（47.9～52.2km/h）まで達していました

（表2）。また、模擬レース中の平均速度は9.1～
11.3m/s（32.9～40.5km/h）で、ゴール付近では疲
労のために最高速度から50%以上速度を落として
しまう馬もいました。これらのデータを見るとモ
ンゴル競馬には特にレース展開はなく、最初から
最大能力を発揮させてジョッキーが馬を鼓舞しな
がらゴール目指すという、馬にとってはハードな
レース形式であることがわかります。そのためか、
毎年ナーダムではレース中に（おそらく心疾患で）
死亡する馬が数頭出るそうです。

モンゴル在来馬の運動生理学的評価
　今回測定した心拍データからモンゴル在来馬の
運動生理学的評価を行いました。
　2年間の測定で心拍計のGPS機能を用いて得ら
れた各馬の最高速度は14.0m/s（50.4km/h）前後
で、14.5m/s（52.2km/h）を超える馬がいなかった
ことからモンゴル馬の最高速度は約14.5m/sだと
考えられます（表1, 2）。次に、1年目に強調教を実
施した4頭（Horse D-G）の心拍データを用いて最
高心拍数（Peak HR）・V200およびVHRmaxを計算
し、サラブレッド競走馬、サラブレッド育成馬およ
びポニーのデータと比較しました（表3, 4）。モン
ゴル馬の最高心拍数は225bpmで、トレセンに在
厩している現役サラブレッド競走馬2)や国際総合
馬術競技に出場するためによくトレーニングされ

たポニー3)よりも高い値でした。一般的に、体の小
さな動物は安静時および最高心拍数が高いと言わ
れており、モンゴル馬で最高心拍数が高かったの
は馬体のサイズに影響されているのかもしれませ
ん。また、有酸素性運動能力の指標であるV200は
現役サラブレッド競走馬2)よりも低かったものの、
日高・宮崎両育成牧場で2歳4月に測定したサラブ
レッド育成馬よりもやや低い程度で、競技用ポ
ニー3)とは差がありませんでした。モンゴル競馬が
標高1500mの低酸素環境で行われていること、今
回得られたデータが心肺機能に負荷がかかりやす
い上り傾斜のコースで測定されたことを考慮する
と、モンゴル在来馬の有酸素性運動能力はこのサ
イズの馬としてはかなり高いことが推察されま
す。また、Horse D～Gにおいて心拍数の回復指標
である調教後心拍数が100bpmを切るまでの時間
を調べると、強調教を実施したにもかかわらず4
頭すべてで5分以内に100bpmまで低下し、運動後
の心拍の回復が早いことがわかりました。この
データからもモンゴル在来馬の持久力の高さが窺
えます。
　続いて2年目の心拍データについて、模擬レー
ス時の心拍数を測定することができた6頭のデー
タをまとめました（表5）。最高心拍数は222bpmで
1年目の成績と差がなかったことから、模擬レー
ス中に馬の心肺機能に最大負荷がかかったと考え
られます。また、模擬レース中の平均心拍数は
209bpmであり、最高心拍数を100%とした
%HRpeakを計算すると平均で93.4%でした。前述
のとおり、モンゴル競馬は長距離レースにもかか

わらず序盤から馬を最高速度で走行させるハード
なレース形式なのですが、今回測定した心拍デー
タからも長時間心肺機能に大きな負荷をかけなが
ら走行していることが明らかになりました。また、
%HRmax値が平均値よりも低かったHorse J, Qお
よびRは、レース中の最高速度および平均速度が
高く短時間でゴールすることができたことから、
モンゴル競馬ではレース中に心肺機能に負荷をか
けず余裕を持って高速走行できた馬が良い成績を
上げることができると考えられました。

最後に
　モンゴルは国民的祭典で大規模な競馬が実施さ
れるほど競馬が盛んな国ですが、これまでモンゴ
ル在来馬を対象とした運動生理学的報告はなく、
その運動能力は未知数でした。今回JICAのプロ
ジェクトに参加し、モンゴル在来馬の調教中心拍
数を測定しその一端を知ることができたことは、
非常に貴重な経験だと考えています。JICAでこの
事業が継続されるか決まっていませんが、今後調
査する機会があればナーダム本番でデータを測定

し、モンゴル在来馬の運動生理学的能力をより詳
しく調査していきたいと考えています。

謝辞
　今回共同で調査を行ったモンゴル生命科学大学
獣医学部P. Nyam-Osor教授とCh. Khorolmaa准教
授、調査にご協力いただいた各調教師、調査の準備
と調整をしていただいたモンゴル生命科学大学・
梅村孝司先生と帯広畜産大学・南保泰雄教授、モン
ゴル国内での通訳、移動、滞在などをサポートして
いただいたJICAモンゴル生命科学大学事務所の皆
様、およびモンゴル渡航に関する事務手続き等に
ご尽力いただいたJICA事務局とJRA関係者の皆様
に感謝いたします。

参考文献
  1．井上邦子　モンゴル国の「競馬ウマ」にみる聖

性についての研究　－ナーダム祭りに参加す
る「競馬ウマ」の調教法を事例として－　ス
ポーツ人類学研究, 2002巻4号, 1-16

  2．塩瀬友樹　心拍数とスピードからわかるこ
と・・・馬の有酸素能力について　BTCニュー
ス, 2010年第80号

  3．Munsters C. et al. A prospective study on a 
cohort of horses and ponies selected for 
participation in the European Eventing 
Championship: reasons for withdrawal and 
predict ive  va lue of  fitness  tests .  BMC 
Veterinary Research, 2013, 9:182

写真1　モンゴル在来馬

写真2　競馬に出走させる馬は個別管理されてい
る
草原の一角に支柱を立てロープを渡し、ハミに直接ロープを繋
いで馬を繋留



（204） 馬の科学　Vol.56（3）2019

はじめに
　日本でも海外競馬の馬券が買えるようになり欧
米諸国の競馬が身近に感じられる時代になりまし
たが、他にも盛んに競馬が行われている国があり
ます。その一つがモンゴルです。モンゴルは“チン
ギスハーン”に代表されるように歴史的な騎馬民
族であり、馬を大自然の中で集団放牧しながら夏
季には競馬を行っています。特に、毎年7月11日の
モンゴル国独立記念日から3日間首都ウランバー
トルで開催される“ナーダム”という国民的祭典で
は、モンゴル相撲・弓射競技とともに数百頭規模の
競馬が実施され、モンゴル3大スポーツの一つと
して親しまれています。
　今回は、国際協力機構（JICA）の“獣医・畜産分野
人材育成能力強化プロジェクト”において2017年
および2018年にモンゴルを訪問し、モンゴル競馬
に出走する在来馬の調教中心拍数を測定する機会
を得たので、その概要を紹介します。

モンゴル競馬について
　モンゴル競馬に出走するモンゴル馬は絶滅危惧
種の“モウコノウマ”ではありませんが、古来より
飼育されている在来種であり、体高は約130cm、
体格的にはポニーに属する小さな馬です（写真
1）。競馬が行われていない秋～春には自然環境で
集団放牧されていますが、ナーダムに向けて調教
を開始する5月末から6月上旬にかけてレースに
使用するモンゴル馬は群れから離して個別に管理
され調教が実施されます（写真2）。レースが行わ
れるのは夏季のみで、その期間が終了すると馬た
ちを再び群れに戻し自然放牧されます。これは、馬
が他の家畜とは違いモンゴル人にとって神聖なも

ので、できるだけストレスを軽減するための工夫
だそうです1)。
　モンゴル競馬はトラックではなく草原の中を走
行するレースで、近代競馬よりもどちらかと言え
ば乗馬のエンデュランスに近いものです。ナーダ
ムのレース距離は10kmから25kmで7歳から12歳
の子供たちが騎乗しレースに挑みます（写真3, 

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

4）。負担重量が決められていないのでレースには
体重の軽い小さな子供たちが騎乗するのが一般的
で、鞍を装着するか裸馬で騎乗するかは自由です。
ナーダム以外にも競馬は各地で開催されており、
長いものでは100kmを超えるレースもあるそう
です。レース距離は馬の年齢と性別で分けられて
おり、健康手帳や血統登録証明書はないので年齢
は歯で判断します。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（1年目）
　最初の訪問は、2017年ナーダム直後の7月後半。
JICAは北海道大学と共同で、モンゴルの獣医・畜産
分野を強化するプロジェクトを行っています。今
回は、その一環でモンゴル在来馬の心拍数を測定
して運動能力評価を行うために、ウランバートル
市内のモンゴル生命科学大学に招かれました（写
真5）。共同で調査を行ったのは獣医学部の
Nyam-Osor教授とKhorolmaa准教授で、1年目はウ
ランバートル南約80kmの高原地帯で遊牧と馬の
調教を行っているDavaakhoo氏のところに伺いま

した（写真6）。Davaakhoo氏はモンゴルで一番有名
な馬の調教師で、モンゴル人調教師として初めて
来日した方としても知られています。牛・羊・山羊
とともに約600頭の馬を所有しており、“ゲル”と呼
ばれる大型テントで遊牧生活をしながら所有馬の
調教を行っています。今回は、ナーダム後に実施さ
れるレースに出走するモンゴル在来馬において調
教中心拍数を測定しました。
　心拍数測定には、サラブレッドでも使用してい
るPolar社製GPS付き心拍計（M400,  Po la r ,  
Finland）と馬用電極（Equine Electrodeまたは
Equine Belt for Heart Rate, Polar, Finland）を用い
ました。これまでポニーのような小さな馬で測定
した経験がなかったのでうまくできるか分からな
かったのですが、実際に装着してみるとサラブ
レッドと同様の方法で心拍数を測定することがで
きました（写真7）。調教は自然の地形を活かした

坂路コースを往復する形式で実施され、調教師は
車で併走しながら調教の様子を監視していました

（写真8）。

　1年目は2日間の調査で計9頭のデータを得るこ
とができました（6-8歳、雄または騸馬、詳細な履歴
は不明）。図1はその1例で、この馬の場合は片道約
5kmのコースを往復し、前半の下り区間は遅めの
キャンター、後半の上り区間は速度を上げ最後の
約700mでスピード調教を行いました。スピード
調教区間の平均斜度は約2%、最高時速は約14m/s

（約50km/h）でした。調教メニューはすべて
Davakhoo調教師が決めているそうで、レーススケ
ジュール等の関係で距離や速度は馬ごとに違って
いましたが、基本的な調教パターンは同じでした

（表1）。9頭中強調教を行った4頭（Horse D～G）の
走行距離は10.5～11.8km、最高速度は13.8～

14.3m/s（49.5～51.4km/h）でした。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（2年目）
　2度目の訪問は、2018年ナーダム直前の7月上
旬。１年目と同様、Nyam-Osor教授とKhorolmaa准
教授とともに共同調査を行いました。この時期は、
ナーダムに備えて出走予定馬を本番のレースコー
ス近くの草原に移動させ調教が実施されていま
す。あわせて、トレーニングを兼ねて馬の運動能力
を評価するために、数十～百頭規模の模擬レース
が各地で実施されています（写真9）。今回は、ナー
ダム本番のレースコース（Hui doloon hudag）で実
施された模擬レースにおいて、3名の調教師の協
力を得て出走予定馬の心拍数を測定しました。こ

のコースはウランバートル市街地から西約25km
の草原地帯をゴールとし、スタート地点はレース
距離によって変わってきます。モンゴル競馬は、馬
をゴール地点に集合させたあと速歩またはゆっく
りのキャンターでスタート地点まで移動し、折り
返しと同時に一斉にスタートしてゴールを目指す
スタイルで、模擬レースも本番と同じ形式で実施
されます（写真10, 11）。今回の調査では、2日間で
数回実施された模擬レースの内、6歳Stallion、7歳
以上Maleおよび5歳Maleの3レースに出走した各
4頭・計12頭で心拍数を測定しました。
　前述のとおりナーダム本番では年齢ごとにレー
ス距離が異なりますが、今回測定した3レースは
すべて約16kmで実施されました。図2はその1例

で、スタート地点で折り返した後、高低差約
150m・最大斜度約2%の上りコースにおいて、ス
タート直後から最高速度の約14m/s（約50km/h）
で走り出し、徐々に減速しながらゴールに辿り着
くというパターンでレースを行っていました。こ
のレースパターンは測定したすべての馬で同じ
で、12頭中10頭はスタート直後に最高速度13.3～
14.5m/s（47.9～52.2km/h）まで達していました

（表2）。また、模擬レース中の平均速度は9.1～
11.3m/s（32.9～40.5km/h）で、ゴール付近では疲
労のために最高速度から50%以上速度を落として
しまう馬もいました。これらのデータを見るとモ
ンゴル競馬には特にレース展開はなく、最初から
最大能力を発揮させてジョッキーが馬を鼓舞しな
がらゴール目指すという、馬にとってはハードな
レース形式であることがわかります。そのためか、
毎年ナーダムではレース中に（おそらく心疾患で）
死亡する馬が数頭出るそうです。

モンゴル在来馬の運動生理学的評価
　今回測定した心拍データからモンゴル在来馬の
運動生理学的評価を行いました。
　2年間の測定で心拍計のGPS機能を用いて得ら
れた各馬の最高速度は14.0m/s（50.4km/h）前後
で、14.5m/s（52.2km/h）を超える馬がいなかった
ことからモンゴル馬の最高速度は約14.5m/sだと
考えられます（表1, 2）。次に、1年目に強調教を実
施した4頭（Horse D-G）の心拍データを用いて最
高心拍数（Peak HR）・V200およびVHRmaxを計算
し、サラブレッド競走馬、サラブレッド育成馬およ
びポニーのデータと比較しました（表3, 4）。モン
ゴル馬の最高心拍数は225bpmで、トレセンに在
厩している現役サラブレッド競走馬2)や国際総合
馬術競技に出場するためによくトレーニングされ

たポニー3)よりも高い値でした。一般的に、体の小
さな動物は安静時および最高心拍数が高いと言わ
れており、モンゴル馬で最高心拍数が高かったの
は馬体のサイズに影響されているのかもしれませ
ん。また、有酸素性運動能力の指標であるV200は
現役サラブレッド競走馬2)よりも低かったものの、
日高・宮崎両育成牧場で2歳4月に測定したサラブ
レッド育成馬よりもやや低い程度で、競技用ポ
ニー3)とは差がありませんでした。モンゴル競馬が
標高1500mの低酸素環境で行われていること、今
回得られたデータが心肺機能に負荷がかかりやす
い上り傾斜のコースで測定されたことを考慮する
と、モンゴル在来馬の有酸素性運動能力はこのサ
イズの馬としてはかなり高いことが推察されま
す。また、Horse D～Gにおいて心拍数の回復指標
である調教後心拍数が100bpmを切るまでの時間
を調べると、強調教を実施したにもかかわらず4
頭すべてで5分以内に100bpmまで低下し、運動後
の心拍の回復が早いことがわかりました。この
データからもモンゴル在来馬の持久力の高さが窺
えます。
　続いて2年目の心拍データについて、模擬レー
ス時の心拍数を測定することができた6頭のデー
タをまとめました（表5）。最高心拍数は222bpmで
1年目の成績と差がなかったことから、模擬レー
ス中に馬の心肺機能に最大負荷がかかったと考え
られます。また、模擬レース中の平均心拍数は
209bpmであり、最高心拍数を100%とした
%HRpeakを計算すると平均で93.4%でした。前述
のとおり、モンゴル競馬は長距離レースにもかか

わらず序盤から馬を最高速度で走行させるハード
なレース形式なのですが、今回測定した心拍デー
タからも長時間心肺機能に大きな負荷をかけなが
ら走行していることが明らかになりました。また、
%HRmax値が平均値よりも低かったHorse J, Qお
よびRは、レース中の最高速度および平均速度が
高く短時間でゴールすることができたことから、
モンゴル競馬ではレース中に心肺機能に負荷をか
けず余裕を持って高速走行できた馬が良い成績を
上げることができると考えられました。

最後に
　モンゴルは国民的祭典で大規模な競馬が実施さ
れるほど競馬が盛んな国ですが、これまでモンゴ
ル在来馬を対象とした運動生理学的報告はなく、
その運動能力は未知数でした。今回JICAのプロ
ジェクトに参加し、モンゴル在来馬の調教中心拍
数を測定しその一端を知ることができたことは、
非常に貴重な経験だと考えています。JICAでこの
事業が継続されるか決まっていませんが、今後調
査する機会があればナーダム本番でデータを測定

し、モンゴル在来馬の運動生理学的能力をより詳
しく調査していきたいと考えています。
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はじめに
　日本でも海外競馬の馬券が買えるようになり欧
米諸国の競馬が身近に感じられる時代になりまし
たが、他にも盛んに競馬が行われている国があり
ます。その一つがモンゴルです。モンゴルは“チン
ギスハーン”に代表されるように歴史的な騎馬民
族であり、馬を大自然の中で集団放牧しながら夏
季には競馬を行っています。特に、毎年7月11日の
モンゴル国独立記念日から3日間首都ウランバー
トルで開催される“ナーダム”という国民的祭典で
は、モンゴル相撲・弓射競技とともに数百頭規模の
競馬が実施され、モンゴル3大スポーツの一つと
して親しまれています。
　今回は、国際協力機構（JICA）の“獣医・畜産分野
人材育成能力強化プロジェクト”において2017年
および2018年にモンゴルを訪問し、モンゴル競馬
に出走する在来馬の調教中心拍数を測定する機会
を得たので、その概要を紹介します。

モンゴル競馬について
　モンゴル競馬に出走するモンゴル馬は絶滅危惧
種の“モウコノウマ”ではありませんが、古来より
飼育されている在来種であり、体高は約130cm、
体格的にはポニーに属する小さな馬です（写真
1）。競馬が行われていない秋～春には自然環境で
集団放牧されていますが、ナーダムに向けて調教
を開始する5月末から6月上旬にかけてレースに
使用するモンゴル馬は群れから離して個別に管理
され調教が実施されます（写真2）。レースが行わ
れるのは夏季のみで、その期間が終了すると馬た
ちを再び群れに戻し自然放牧されます。これは、馬
が他の家畜とは違いモンゴル人にとって神聖なも

ので、できるだけストレスを軽減するための工夫
だそうです1)。
　モンゴル競馬はトラックではなく草原の中を走
行するレースで、近代競馬よりもどちらかと言え
ば乗馬のエンデュランスに近いものです。ナーダ
ムのレース距離は10kmから25kmで7歳から12歳
の子供たちが騎乗しレースに挑みます（写真3, 

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

4）。負担重量が決められていないのでレースには
体重の軽い小さな子供たちが騎乗するのが一般的
で、鞍を装着するか裸馬で騎乗するかは自由です。
ナーダム以外にも競馬は各地で開催されており、
長いものでは100kmを超えるレースもあるそう
です。レース距離は馬の年齢と性別で分けられて
おり、健康手帳や血統登録証明書はないので年齢
は歯で判断します。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（1年目）
　最初の訪問は、2017年ナーダム直後の7月後半。
JICAは北海道大学と共同で、モンゴルの獣医・畜産
分野を強化するプロジェクトを行っています。今
回は、その一環でモンゴル在来馬の心拍数を測定
して運動能力評価を行うために、ウランバートル
市内のモンゴル生命科学大学に招かれました（写
真5）。共同で調査を行ったのは獣医学部の
Nyam-Osor教授とKhorolmaa准教授で、1年目はウ
ランバートル南約80kmの高原地帯で遊牧と馬の
調教を行っているDavaakhoo氏のところに伺いま

した（写真6）。Davaakhoo氏はモンゴルで一番有名
な馬の調教師で、モンゴル人調教師として初めて
来日した方としても知られています。牛・羊・山羊
とともに約600頭の馬を所有しており、“ゲル”と呼
ばれる大型テントで遊牧生活をしながら所有馬の
調教を行っています。今回は、ナーダム後に実施さ
れるレースに出走するモンゴル在来馬において調
教中心拍数を測定しました。
　心拍数測定には、サラブレッドでも使用してい
るPolar社製GPS付き心拍計（M400,  Po la r ,  
Finland）と馬用電極（Equine Electrodeまたは
Equine Belt for Heart Rate, Polar, Finland）を用い
ました。これまでポニーのような小さな馬で測定
した経験がなかったのでうまくできるか分からな
かったのですが、実際に装着してみるとサラブ
レッドと同様の方法で心拍数を測定することがで
きました（写真7）。調教は自然の地形を活かした

坂路コースを往復する形式で実施され、調教師は
車で併走しながら調教の様子を監視していました

（写真8）。

　1年目は2日間の調査で計9頭のデータを得るこ
とができました（6-8歳、雄または騸馬、詳細な履歴
は不明）。図1はその1例で、この馬の場合は片道約
5kmのコースを往復し、前半の下り区間は遅めの
キャンター、後半の上り区間は速度を上げ最後の
約700mでスピード調教を行いました。スピード
調教区間の平均斜度は約2%、最高時速は約14m/s

（約50km/h）でした。調教メニューはすべて
Davakhoo調教師が決めているそうで、レーススケ
ジュール等の関係で距離や速度は馬ごとに違って
いましたが、基本的な調教パターンは同じでした

（表1）。9頭中強調教を行った4頭（Horse D～G）の
走行距離は10.5～11.8km、最高速度は13.8～

14.3m/s（49.5～51.4km/h）でした。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（2年目）
　2度目の訪問は、2018年ナーダム直前の7月上
旬。１年目と同様、Nyam-Osor教授とKhorolmaa准
教授とともに共同調査を行いました。この時期は、
ナーダムに備えて出走予定馬を本番のレースコー
ス近くの草原に移動させ調教が実施されていま
す。あわせて、トレーニングを兼ねて馬の運動能力
を評価するために、数十～百頭規模の模擬レース
が各地で実施されています（写真9）。今回は、ナー
ダム本番のレースコース（Hui doloon hudag）で実
施された模擬レースにおいて、3名の調教師の協
力を得て出走予定馬の心拍数を測定しました。こ

のコースはウランバートル市街地から西約25km
の草原地帯をゴールとし、スタート地点はレース
距離によって変わってきます。モンゴル競馬は、馬
をゴール地点に集合させたあと速歩またはゆっく
りのキャンターでスタート地点まで移動し、折り
返しと同時に一斉にスタートしてゴールを目指す
スタイルで、模擬レースも本番と同じ形式で実施
されます（写真10, 11）。今回の調査では、2日間で
数回実施された模擬レースの内、6歳Stallion、7歳
以上Maleおよび5歳Maleの3レースに出走した各
4頭・計12頭で心拍数を測定しました。
　前述のとおりナーダム本番では年齢ごとにレー
ス距離が異なりますが、今回測定した3レースは
すべて約16kmで実施されました。図2はその1例

で、スタート地点で折り返した後、高低差約
150m・最大斜度約2%の上りコースにおいて、ス
タート直後から最高速度の約14m/s（約50km/h）
で走り出し、徐々に減速しながらゴールに辿り着
くというパターンでレースを行っていました。こ
のレースパターンは測定したすべての馬で同じ
で、12頭中10頭はスタート直後に最高速度13.3～
14.5m/s（47.9～52.2km/h）まで達していました

（表2）。また、模擬レース中の平均速度は9.1～
11.3m/s（32.9～40.5km/h）で、ゴール付近では疲
労のために最高速度から50%以上速度を落として
しまう馬もいました。これらのデータを見るとモ
ンゴル競馬には特にレース展開はなく、最初から
最大能力を発揮させてジョッキーが馬を鼓舞しな
がらゴール目指すという、馬にとってはハードな
レース形式であることがわかります。そのためか、
毎年ナーダムではレース中に（おそらく心疾患で）
死亡する馬が数頭出るそうです。

モンゴル在来馬の運動生理学的評価
　今回測定した心拍データからモンゴル在来馬の
運動生理学的評価を行いました。
　2年間の測定で心拍計のGPS機能を用いて得ら
れた各馬の最高速度は14.0m/s（50.4km/h）前後
で、14.5m/s（52.2km/h）を超える馬がいなかった
ことからモンゴル馬の最高速度は約14.5m/sだと
考えられます（表1, 2）。次に、1年目に強調教を実
施した4頭（Horse D-G）の心拍データを用いて最
高心拍数（Peak HR）・V200およびVHRmaxを計算
し、サラブレッド競走馬、サラブレッド育成馬およ
びポニーのデータと比較しました（表3, 4）。モン
ゴル馬の最高心拍数は225bpmで、トレセンに在
厩している現役サラブレッド競走馬2)や国際総合
馬術競技に出場するためによくトレーニングされ

たポニー3)よりも高い値でした。一般的に、体の小
さな動物は安静時および最高心拍数が高いと言わ
れており、モンゴル馬で最高心拍数が高かったの
は馬体のサイズに影響されているのかもしれませ
ん。また、有酸素性運動能力の指標であるV200は
現役サラブレッド競走馬2)よりも低かったものの、
日高・宮崎両育成牧場で2歳4月に測定したサラブ
レッド育成馬よりもやや低い程度で、競技用ポ
ニー3)とは差がありませんでした。モンゴル競馬が
標高1500mの低酸素環境で行われていること、今
回得られたデータが心肺機能に負荷がかかりやす
い上り傾斜のコースで測定されたことを考慮する
と、モンゴル在来馬の有酸素性運動能力はこのサ
イズの馬としてはかなり高いことが推察されま
す。また、Horse D～Gにおいて心拍数の回復指標
である調教後心拍数が100bpmを切るまでの時間
を調べると、強調教を実施したにもかかわらず4
頭すべてで5分以内に100bpmまで低下し、運動後
の心拍の回復が早いことがわかりました。この
データからもモンゴル在来馬の持久力の高さが窺
えます。
　続いて2年目の心拍データについて、模擬レー
ス時の心拍数を測定することができた6頭のデー
タをまとめました（表5）。最高心拍数は222bpmで
1年目の成績と差がなかったことから、模擬レー
ス中に馬の心肺機能に最大負荷がかかったと考え
られます。また、模擬レース中の平均心拍数は
209bpmであり、最高心拍数を100%とした
%HRpeakを計算すると平均で93.4%でした。前述
のとおり、モンゴル競馬は長距離レースにもかか

わらず序盤から馬を最高速度で走行させるハード
なレース形式なのですが、今回測定した心拍デー
タからも長時間心肺機能に大きな負荷をかけなが
ら走行していることが明らかになりました。また、
%HRmax値が平均値よりも低かったHorse J, Qお
よびRは、レース中の最高速度および平均速度が
高く短時間でゴールすることができたことから、
モンゴル競馬ではレース中に心肺機能に負荷をか
けず余裕を持って高速走行できた馬が良い成績を
上げることができると考えられました。

最後に
　モンゴルは国民的祭典で大規模な競馬が実施さ
れるほど競馬が盛んな国ですが、これまでモンゴ
ル在来馬を対象とした運動生理学的報告はなく、
その運動能力は未知数でした。今回JICAのプロ
ジェクトに参加し、モンゴル在来馬の調教中心拍
数を測定しその一端を知ることができたことは、
非常に貴重な経験だと考えています。JICAでこの
事業が継続されるか決まっていませんが、今後調
査する機会があればナーダム本番でデータを測定

し、モンゴル在来馬の運動生理学的能力をより詳
しく調査していきたいと考えています。
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1年目に測定した9頭のデータ。総走行距離は準備運動を含んだ
距離を算出した。網掛けは強調教を実施し心拍数の解析を行っ
たことを示す。



（206） 馬の科学　Vol.56（3）2019

はじめに
　日本でも海外競馬の馬券が買えるようになり欧
米諸国の競馬が身近に感じられる時代になりまし
たが、他にも盛んに競馬が行われている国があり
ます。その一つがモンゴルです。モンゴルは“チン
ギスハーン”に代表されるように歴史的な騎馬民
族であり、馬を大自然の中で集団放牧しながら夏
季には競馬を行っています。特に、毎年7月11日の
モンゴル国独立記念日から3日間首都ウランバー
トルで開催される“ナーダム”という国民的祭典で
は、モンゴル相撲・弓射競技とともに数百頭規模の
競馬が実施され、モンゴル3大スポーツの一つと
して親しまれています。
　今回は、国際協力機構（JICA）の“獣医・畜産分野
人材育成能力強化プロジェクト”において2017年
および2018年にモンゴルを訪問し、モンゴル競馬
に出走する在来馬の調教中心拍数を測定する機会
を得たので、その概要を紹介します。

モンゴル競馬について
　モンゴル競馬に出走するモンゴル馬は絶滅危惧
種の“モウコノウマ”ではありませんが、古来より
飼育されている在来種であり、体高は約130cm、
体格的にはポニーに属する小さな馬です（写真
1）。競馬が行われていない秋～春には自然環境で
集団放牧されていますが、ナーダムに向けて調教
を開始する5月末から6月上旬にかけてレースに
使用するモンゴル馬は群れから離して個別に管理
され調教が実施されます（写真2）。レースが行わ
れるのは夏季のみで、その期間が終了すると馬た
ちを再び群れに戻し自然放牧されます。これは、馬
が他の家畜とは違いモンゴル人にとって神聖なも

ので、できるだけストレスを軽減するための工夫
だそうです1)。
　モンゴル競馬はトラックではなく草原の中を走
行するレースで、近代競馬よりもどちらかと言え
ば乗馬のエンデュランスに近いものです。ナーダ
ムのレース距離は10kmから25kmで7歳から12歳
の子供たちが騎乗しレースに挑みます（写真3, 

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

4）。負担重量が決められていないのでレースには
体重の軽い小さな子供たちが騎乗するのが一般的
で、鞍を装着するか裸馬で騎乗するかは自由です。
ナーダム以外にも競馬は各地で開催されており、
長いものでは100kmを超えるレースもあるそう
です。レース距離は馬の年齢と性別で分けられて
おり、健康手帳や血統登録証明書はないので年齢
は歯で判断します。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（1年目）
　最初の訪問は、2017年ナーダム直後の7月後半。
JICAは北海道大学と共同で、モンゴルの獣医・畜産
分野を強化するプロジェクトを行っています。今
回は、その一環でモンゴル在来馬の心拍数を測定
して運動能力評価を行うために、ウランバートル
市内のモンゴル生命科学大学に招かれました（写
真5）。共同で調査を行ったのは獣医学部の
Nyam-Osor教授とKhorolmaa准教授で、1年目はウ
ランバートル南約80kmの高原地帯で遊牧と馬の
調教を行っているDavaakhoo氏のところに伺いま

した（写真6）。Davaakhoo氏はモンゴルで一番有名
な馬の調教師で、モンゴル人調教師として初めて
来日した方としても知られています。牛・羊・山羊
とともに約600頭の馬を所有しており、“ゲル”と呼
ばれる大型テントで遊牧生活をしながら所有馬の
調教を行っています。今回は、ナーダム後に実施さ
れるレースに出走するモンゴル在来馬において調
教中心拍数を測定しました。
　心拍数測定には、サラブレッドでも使用してい
るPolar社製GPS付き心拍計（M400,  Po la r ,  
Finland）と馬用電極（Equine Electrodeまたは
Equine Belt for Heart Rate, Polar, Finland）を用い
ました。これまでポニーのような小さな馬で測定
した経験がなかったのでうまくできるか分からな
かったのですが、実際に装着してみるとサラブ
レッドと同様の方法で心拍数を測定することがで
きました（写真7）。調教は自然の地形を活かした

坂路コースを往復する形式で実施され、調教師は
車で併走しながら調教の様子を監視していました

（写真8）。

　1年目は2日間の調査で計9頭のデータを得るこ
とができました（6-8歳、雄または騸馬、詳細な履歴
は不明）。図1はその1例で、この馬の場合は片道約
5kmのコースを往復し、前半の下り区間は遅めの
キャンター、後半の上り区間は速度を上げ最後の
約700mでスピード調教を行いました。スピード
調教区間の平均斜度は約2%、最高時速は約14m/s

（約50km/h）でした。調教メニューはすべて
Davakhoo調教師が決めているそうで、レーススケ
ジュール等の関係で距離や速度は馬ごとに違って
いましたが、基本的な調教パターンは同じでした

（表1）。9頭中強調教を行った4頭（Horse D～G）の
走行距離は10.5～11.8km、最高速度は13.8～

14.3m/s（49.5～51.4km/h）でした。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（2年目）
　2度目の訪問は、2018年ナーダム直前の7月上
旬。１年目と同様、Nyam-Osor教授とKhorolmaa准
教授とともに共同調査を行いました。この時期は、
ナーダムに備えて出走予定馬を本番のレースコー
ス近くの草原に移動させ調教が実施されていま
す。あわせて、トレーニングを兼ねて馬の運動能力
を評価するために、数十～百頭規模の模擬レース
が各地で実施されています（写真9）。今回は、ナー
ダム本番のレースコース（Hui doloon hudag）で実
施された模擬レースにおいて、3名の調教師の協
力を得て出走予定馬の心拍数を測定しました。こ

のコースはウランバートル市街地から西約25km
の草原地帯をゴールとし、スタート地点はレース
距離によって変わってきます。モンゴル競馬は、馬
をゴール地点に集合させたあと速歩またはゆっく
りのキャンターでスタート地点まで移動し、折り
返しと同時に一斉にスタートしてゴールを目指す
スタイルで、模擬レースも本番と同じ形式で実施
されます（写真10, 11）。今回の調査では、2日間で
数回実施された模擬レースの内、6歳Stallion、7歳
以上Maleおよび5歳Maleの3レースに出走した各
4頭・計12頭で心拍数を測定しました。
　前述のとおりナーダム本番では年齢ごとにレー
ス距離が異なりますが、今回測定した3レースは
すべて約16kmで実施されました。図2はその1例

で、スタート地点で折り返した後、高低差約
150m・最大斜度約2%の上りコースにおいて、ス
タート直後から最高速度の約14m/s（約50km/h）
で走り出し、徐々に減速しながらゴールに辿り着
くというパターンでレースを行っていました。こ
のレースパターンは測定したすべての馬で同じ
で、12頭中10頭はスタート直後に最高速度13.3～
14.5m/s（47.9～52.2km/h）まで達していました

（表2）。また、模擬レース中の平均速度は9.1～
11.3m/s（32.9～40.5km/h）で、ゴール付近では疲
労のために最高速度から50%以上速度を落として
しまう馬もいました。これらのデータを見るとモ
ンゴル競馬には特にレース展開はなく、最初から
最大能力を発揮させてジョッキーが馬を鼓舞しな
がらゴール目指すという、馬にとってはハードな
レース形式であることがわかります。そのためか、
毎年ナーダムではレース中に（おそらく心疾患で）
死亡する馬が数頭出るそうです。

モンゴル在来馬の運動生理学的評価
　今回測定した心拍データからモンゴル在来馬の
運動生理学的評価を行いました。
　2年間の測定で心拍計のGPS機能を用いて得ら
れた各馬の最高速度は14.0m/s（50.4km/h）前後
で、14.5m/s（52.2km/h）を超える馬がいなかった
ことからモンゴル馬の最高速度は約14.5m/sだと
考えられます（表1, 2）。次に、1年目に強調教を実
施した4頭（Horse D-G）の心拍データを用いて最
高心拍数（Peak HR）・V200およびVHRmaxを計算
し、サラブレッド競走馬、サラブレッド育成馬およ
びポニーのデータと比較しました（表3, 4）。モン
ゴル馬の最高心拍数は225bpmで、トレセンに在
厩している現役サラブレッド競走馬2)や国際総合
馬術競技に出場するためによくトレーニングされ

たポニー3)よりも高い値でした。一般的に、体の小
さな動物は安静時および最高心拍数が高いと言わ
れており、モンゴル馬で最高心拍数が高かったの
は馬体のサイズに影響されているのかもしれませ
ん。また、有酸素性運動能力の指標であるV200は
現役サラブレッド競走馬2)よりも低かったものの、
日高・宮崎両育成牧場で2歳4月に測定したサラブ
レッド育成馬よりもやや低い程度で、競技用ポ
ニー3)とは差がありませんでした。モンゴル競馬が
標高1500mの低酸素環境で行われていること、今
回得られたデータが心肺機能に負荷がかかりやす
い上り傾斜のコースで測定されたことを考慮する
と、モンゴル在来馬の有酸素性運動能力はこのサ
イズの馬としてはかなり高いことが推察されま
す。また、Horse D～Gにおいて心拍数の回復指標
である調教後心拍数が100bpmを切るまでの時間
を調べると、強調教を実施したにもかかわらず4
頭すべてで5分以内に100bpmまで低下し、運動後
の心拍の回復が早いことがわかりました。この
データからもモンゴル在来馬の持久力の高さが窺
えます。
　続いて2年目の心拍データについて、模擬レー
ス時の心拍数を測定することができた6頭のデー
タをまとめました（表5）。最高心拍数は222bpmで
1年目の成績と差がなかったことから、模擬レー
ス中に馬の心肺機能に最大負荷がかかったと考え
られます。また、模擬レース中の平均心拍数は
209bpmであり、最高心拍数を100%とした
%HRpeakを計算すると平均で93.4%でした。前述
のとおり、モンゴル競馬は長距離レースにもかか

わらず序盤から馬を最高速度で走行させるハード
なレース形式なのですが、今回測定した心拍デー
タからも長時間心肺機能に大きな負荷をかけなが
ら走行していることが明らかになりました。また、
%HRmax値が平均値よりも低かったHorse J, Qお
よびRは、レース中の最高速度および平均速度が
高く短時間でゴールすることができたことから、
モンゴル競馬ではレース中に心肺機能に負荷をか
けず余裕を持って高速走行できた馬が良い成績を
上げることができると考えられました。

最後に
　モンゴルは国民的祭典で大規模な競馬が実施さ
れるほど競馬が盛んな国ですが、これまでモンゴ
ル在来馬を対象とした運動生理学的報告はなく、
その運動能力は未知数でした。今回JICAのプロ
ジェクトに参加し、モンゴル在来馬の調教中心拍
数を測定しその一端を知ることができたことは、
非常に貴重な経験だと考えています。JICAでこの
事業が継続されるか決まっていませんが、今後調
査する機会があればナーダム本番でデータを測定

し、モンゴル在来馬の運動生理学的能力をより詳
しく調査していきたいと考えています。
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写真9　模擬レースに出走するために馬運車に馬
を積み込んでいる様子
多くの馬運車が日本の中古トラックを改造したもので、その中
に馬を横積みしていた。

写真11　模擬レースでゴールを目指す馬たち
多くの調教師が車で併走して所有馬の様子を監視しているた
め、馬と車の走行で激しい砂埃が立っている。

図2　模擬レース時のA：標高、B：走速度およびC：心
拍数の変化の一例
2年目に7歳以上Maleの模擬レースに出走した馬のデータ。
STARTはスタート地点に移動し折り返した後に走速度が
5.6m/s（20km/h）を超えた地点、GOALはゴール付近で走速度が
5.6m/s以下に低下した地点を示す。

写真10　模擬レースでスタート地点に向かう馬た
ち
スタート地点までは集団で移動。
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はじめに
　日本でも海外競馬の馬券が買えるようになり欧
米諸国の競馬が身近に感じられる時代になりまし
たが、他にも盛んに競馬が行われている国があり
ます。その一つがモンゴルです。モンゴルは“チン
ギスハーン”に代表されるように歴史的な騎馬民
族であり、馬を大自然の中で集団放牧しながら夏
季には競馬を行っています。特に、毎年7月11日の
モンゴル国独立記念日から3日間首都ウランバー
トルで開催される“ナーダム”という国民的祭典で
は、モンゴル相撲・弓射競技とともに数百頭規模の
競馬が実施され、モンゴル3大スポーツの一つと
して親しまれています。
　今回は、国際協力機構（JICA）の“獣医・畜産分野
人材育成能力強化プロジェクト”において2017年
および2018年にモンゴルを訪問し、モンゴル競馬
に出走する在来馬の調教中心拍数を測定する機会
を得たので、その概要を紹介します。

モンゴル競馬について
　モンゴル競馬に出走するモンゴル馬は絶滅危惧
種の“モウコノウマ”ではありませんが、古来より
飼育されている在来種であり、体高は約130cm、
体格的にはポニーに属する小さな馬です（写真
1）。競馬が行われていない秋～春には自然環境で
集団放牧されていますが、ナーダムに向けて調教
を開始する5月末から6月上旬にかけてレースに
使用するモンゴル馬は群れから離して個別に管理
され調教が実施されます（写真2）。レースが行わ
れるのは夏季のみで、その期間が終了すると馬た
ちを再び群れに戻し自然放牧されます。これは、馬
が他の家畜とは違いモンゴル人にとって神聖なも

ので、できるだけストレスを軽減するための工夫
だそうです1)。
　モンゴル競馬はトラックではなく草原の中を走
行するレースで、近代競馬よりもどちらかと言え
ば乗馬のエンデュランスに近いものです。ナーダ
ムのレース距離は10kmから25kmで7歳から12歳
の子供たちが騎乗しレースに挑みます（写真3, 

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

4）。負担重量が決められていないのでレースには
体重の軽い小さな子供たちが騎乗するのが一般的
で、鞍を装着するか裸馬で騎乗するかは自由です。
ナーダム以外にも競馬は各地で開催されており、
長いものでは100kmを超えるレースもあるそう
です。レース距離は馬の年齢と性別で分けられて
おり、健康手帳や血統登録証明書はないので年齢
は歯で判断します。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（1年目）
　最初の訪問は、2017年ナーダム直後の7月後半。
JICAは北海道大学と共同で、モンゴルの獣医・畜産
分野を強化するプロジェクトを行っています。今
回は、その一環でモンゴル在来馬の心拍数を測定
して運動能力評価を行うために、ウランバートル
市内のモンゴル生命科学大学に招かれました（写
真5）。共同で調査を行ったのは獣医学部の
Nyam-Osor教授とKhorolmaa准教授で、1年目はウ
ランバートル南約80kmの高原地帯で遊牧と馬の
調教を行っているDavaakhoo氏のところに伺いま

した（写真6）。Davaakhoo氏はモンゴルで一番有名
な馬の調教師で、モンゴル人調教師として初めて
来日した方としても知られています。牛・羊・山羊
とともに約600頭の馬を所有しており、“ゲル”と呼
ばれる大型テントで遊牧生活をしながら所有馬の
調教を行っています。今回は、ナーダム後に実施さ
れるレースに出走するモンゴル在来馬において調
教中心拍数を測定しました。
　心拍数測定には、サラブレッドでも使用してい
るPolar社製GPS付き心拍計（M400,  Po la r ,  
Finland）と馬用電極（Equine Electrodeまたは
Equine Belt for Heart Rate, Polar, Finland）を用い
ました。これまでポニーのような小さな馬で測定
した経験がなかったのでうまくできるか分からな
かったのですが、実際に装着してみるとサラブ
レッドと同様の方法で心拍数を測定することがで
きました（写真7）。調教は自然の地形を活かした

坂路コースを往復する形式で実施され、調教師は
車で併走しながら調教の様子を監視していました

（写真8）。

　1年目は2日間の調査で計9頭のデータを得るこ
とができました（6-8歳、雄または騸馬、詳細な履歴
は不明）。図1はその1例で、この馬の場合は片道約
5kmのコースを往復し、前半の下り区間は遅めの
キャンター、後半の上り区間は速度を上げ最後の
約700mでスピード調教を行いました。スピード
調教区間の平均斜度は約2%、最高時速は約14m/s

（約50km/h）でした。調教メニューはすべて
Davakhoo調教師が決めているそうで、レーススケ
ジュール等の関係で距離や速度は馬ごとに違って
いましたが、基本的な調教パターンは同じでした

（表1）。9頭中強調教を行った4頭（Horse D～G）の
走行距離は10.5～11.8km、最高速度は13.8～

14.3m/s（49.5～51.4km/h）でした。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（2年目）
　2度目の訪問は、2018年ナーダム直前の7月上
旬。１年目と同様、Nyam-Osor教授とKhorolmaa准
教授とともに共同調査を行いました。この時期は、
ナーダムに備えて出走予定馬を本番のレースコー
ス近くの草原に移動させ調教が実施されていま
す。あわせて、トレーニングを兼ねて馬の運動能力
を評価するために、数十～百頭規模の模擬レース
が各地で実施されています（写真9）。今回は、ナー
ダム本番のレースコース（Hui doloon hudag）で実
施された模擬レースにおいて、3名の調教師の協
力を得て出走予定馬の心拍数を測定しました。こ

のコースはウランバートル市街地から西約25km
の草原地帯をゴールとし、スタート地点はレース
距離によって変わってきます。モンゴル競馬は、馬
をゴール地点に集合させたあと速歩またはゆっく
りのキャンターでスタート地点まで移動し、折り
返しと同時に一斉にスタートしてゴールを目指す
スタイルで、模擬レースも本番と同じ形式で実施
されます（写真10, 11）。今回の調査では、2日間で
数回実施された模擬レースの内、6歳Stallion、7歳
以上Maleおよび5歳Maleの3レースに出走した各
4頭・計12頭で心拍数を測定しました。
　前述のとおりナーダム本番では年齢ごとにレー
ス距離が異なりますが、今回測定した3レースは
すべて約16kmで実施されました。図2はその1例

で、スタート地点で折り返した後、高低差約
150m・最大斜度約2%の上りコースにおいて、ス
タート直後から最高速度の約14m/s（約50km/h）
で走り出し、徐々に減速しながらゴールに辿り着
くというパターンでレースを行っていました。こ
のレースパターンは測定したすべての馬で同じ
で、12頭中10頭はスタート直後に最高速度13.3～
14.5m/s（47.9～52.2km/h）まで達していました

（表2）。また、模擬レース中の平均速度は9.1～
11.3m/s（32.9～40.5km/h）で、ゴール付近では疲
労のために最高速度から50%以上速度を落として
しまう馬もいました。これらのデータを見るとモ
ンゴル競馬には特にレース展開はなく、最初から
最大能力を発揮させてジョッキーが馬を鼓舞しな
がらゴール目指すという、馬にとってはハードな
レース形式であることがわかります。そのためか、
毎年ナーダムではレース中に（おそらく心疾患で）
死亡する馬が数頭出るそうです。

モンゴル在来馬の運動生理学的評価
　今回測定した心拍データからモンゴル在来馬の
運動生理学的評価を行いました。
　2年間の測定で心拍計のGPS機能を用いて得ら
れた各馬の最高速度は14.0m/s（50.4km/h）前後
で、14.5m/s（52.2km/h）を超える馬がいなかった
ことからモンゴル馬の最高速度は約14.5m/sだと
考えられます（表1, 2）。次に、1年目に強調教を実
施した4頭（Horse D-G）の心拍データを用いて最
高心拍数（Peak HR）・V200およびVHRmaxを計算
し、サラブレッド競走馬、サラブレッド育成馬およ
びポニーのデータと比較しました（表3, 4）。モン
ゴル馬の最高心拍数は225bpmで、トレセンに在
厩している現役サラブレッド競走馬2)や国際総合
馬術競技に出場するためによくトレーニングされ

たポニー3)よりも高い値でした。一般的に、体の小
さな動物は安静時および最高心拍数が高いと言わ
れており、モンゴル馬で最高心拍数が高かったの
は馬体のサイズに影響されているのかもしれませ
ん。また、有酸素性運動能力の指標であるV200は
現役サラブレッド競走馬2)よりも低かったものの、
日高・宮崎両育成牧場で2歳4月に測定したサラブ
レッド育成馬よりもやや低い程度で、競技用ポ
ニー3)とは差がありませんでした。モンゴル競馬が
標高1500mの低酸素環境で行われていること、今
回得られたデータが心肺機能に負荷がかかりやす
い上り傾斜のコースで測定されたことを考慮する
と、モンゴル在来馬の有酸素性運動能力はこのサ
イズの馬としてはかなり高いことが推察されま
す。また、Horse D～Gにおいて心拍数の回復指標
である調教後心拍数が100bpmを切るまでの時間
を調べると、強調教を実施したにもかかわらず4
頭すべてで5分以内に100bpmまで低下し、運動後
の心拍の回復が早いことがわかりました。この
データからもモンゴル在来馬の持久力の高さが窺
えます。
　続いて2年目の心拍データについて、模擬レー
ス時の心拍数を測定することができた6頭のデー
タをまとめました（表5）。最高心拍数は222bpmで
1年目の成績と差がなかったことから、模擬レー
ス中に馬の心肺機能に最大負荷がかかったと考え
られます。また、模擬レース中の平均心拍数は
209bpmであり、最高心拍数を100%とした
%HRpeakを計算すると平均で93.4%でした。前述
のとおり、モンゴル競馬は長距離レースにもかか

わらず序盤から馬を最高速度で走行させるハード
なレース形式なのですが、今回測定した心拍デー
タからも長時間心肺機能に大きな負荷をかけなが
ら走行していることが明らかになりました。また、
%HRmax値が平均値よりも低かったHorse J, Qお
よびRは、レース中の最高速度および平均速度が
高く短時間でゴールすることができたことから、
モンゴル競馬ではレース中に心肺機能に負荷をか
けず余裕を持って高速走行できた馬が良い成績を
上げることができると考えられました。

最後に
　モンゴルは国民的祭典で大規模な競馬が実施さ
れるほど競馬が盛んな国ですが、これまでモンゴ
ル在来馬を対象とした運動生理学的報告はなく、
その運動能力は未知数でした。今回JICAのプロ
ジェクトに参加し、モンゴル在来馬の調教中心拍
数を測定しその一端を知ることができたことは、
非常に貴重な経験だと考えています。JICAでこの
事業が継続されるか決まっていませんが、今後調
査する機会があればナーダム本番でデータを測定

し、モンゴル在来馬の運動生理学的能力をより詳
しく調査していきたいと考えています。
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はじめに
　日本でも海外競馬の馬券が買えるようになり欧
米諸国の競馬が身近に感じられる時代になりまし
たが、他にも盛んに競馬が行われている国があり
ます。その一つがモンゴルです。モンゴルは“チン
ギスハーン”に代表されるように歴史的な騎馬民
族であり、馬を大自然の中で集団放牧しながら夏
季には競馬を行っています。特に、毎年7月11日の
モンゴル国独立記念日から3日間首都ウランバー
トルで開催される“ナーダム”という国民的祭典で
は、モンゴル相撲・弓射競技とともに数百頭規模の
競馬が実施され、モンゴル3大スポーツの一つと
して親しまれています。
　今回は、国際協力機構（JICA）の“獣医・畜産分野
人材育成能力強化プロジェクト”において2017年
および2018年にモンゴルを訪問し、モンゴル競馬
に出走する在来馬の調教中心拍数を測定する機会
を得たので、その概要を紹介します。

モンゴル競馬について
　モンゴル競馬に出走するモンゴル馬は絶滅危惧
種の“モウコノウマ”ではありませんが、古来より
飼育されている在来種であり、体高は約130cm、
体格的にはポニーに属する小さな馬です（写真
1）。競馬が行われていない秋～春には自然環境で
集団放牧されていますが、ナーダムに向けて調教
を開始する5月末から6月上旬にかけてレースに
使用するモンゴル馬は群れから離して個別に管理
され調教が実施されます（写真2）。レースが行わ
れるのは夏季のみで、その期間が終了すると馬た
ちを再び群れに戻し自然放牧されます。これは、馬
が他の家畜とは違いモンゴル人にとって神聖なも

ので、できるだけストレスを軽減するための工夫
だそうです1)。
　モンゴル競馬はトラックではなく草原の中を走
行するレースで、近代競馬よりもどちらかと言え
ば乗馬のエンデュランスに近いものです。ナーダ
ムのレース距離は10kmから25kmで7歳から12歳
の子供たちが騎乗しレースに挑みます（写真3, 

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

4）。負担重量が決められていないのでレースには
体重の軽い小さな子供たちが騎乗するのが一般的
で、鞍を装着するか裸馬で騎乗するかは自由です。
ナーダム以外にも競馬は各地で開催されており、
長いものでは100kmを超えるレースもあるそう
です。レース距離は馬の年齢と性別で分けられて
おり、健康手帳や血統登録証明書はないので年齢
は歯で判断します。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（1年目）
　最初の訪問は、2017年ナーダム直後の7月後半。
JICAは北海道大学と共同で、モンゴルの獣医・畜産
分野を強化するプロジェクトを行っています。今
回は、その一環でモンゴル在来馬の心拍数を測定
して運動能力評価を行うために、ウランバートル
市内のモンゴル生命科学大学に招かれました（写
真5）。共同で調査を行ったのは獣医学部の
Nyam-Osor教授とKhorolmaa准教授で、1年目はウ
ランバートル南約80kmの高原地帯で遊牧と馬の
調教を行っているDavaakhoo氏のところに伺いま

した（写真6）。Davaakhoo氏はモンゴルで一番有名
な馬の調教師で、モンゴル人調教師として初めて
来日した方としても知られています。牛・羊・山羊
とともに約600頭の馬を所有しており、“ゲル”と呼
ばれる大型テントで遊牧生活をしながら所有馬の
調教を行っています。今回は、ナーダム後に実施さ
れるレースに出走するモンゴル在来馬において調
教中心拍数を測定しました。
　心拍数測定には、サラブレッドでも使用してい
るPolar社製GPS付き心拍計（M400,  Po la r ,  
Finland）と馬用電極（Equine Electrodeまたは
Equine Belt for Heart Rate, Polar, Finland）を用い
ました。これまでポニーのような小さな馬で測定
した経験がなかったのでうまくできるか分からな
かったのですが、実際に装着してみるとサラブ
レッドと同様の方法で心拍数を測定することがで
きました（写真7）。調教は自然の地形を活かした

坂路コースを往復する形式で実施され、調教師は
車で併走しながら調教の様子を監視していました

（写真8）。

　1年目は2日間の調査で計9頭のデータを得るこ
とができました（6-8歳、雄または騸馬、詳細な履歴
は不明）。図1はその1例で、この馬の場合は片道約
5kmのコースを往復し、前半の下り区間は遅めの
キャンター、後半の上り区間は速度を上げ最後の
約700mでスピード調教を行いました。スピード
調教区間の平均斜度は約2%、最高時速は約14m/s

（約50km/h）でした。調教メニューはすべて
Davakhoo調教師が決めているそうで、レーススケ
ジュール等の関係で距離や速度は馬ごとに違って
いましたが、基本的な調教パターンは同じでした

（表1）。9頭中強調教を行った4頭（Horse D～G）の
走行距離は10.5～11.8km、最高速度は13.8～

14.3m/s（49.5～51.4km/h）でした。

モンゴル在来馬の調教中心拍数測定（2年目）
　2度目の訪問は、2018年ナーダム直前の7月上
旬。１年目と同様、Nyam-Osor教授とKhorolmaa准
教授とともに共同調査を行いました。この時期は、
ナーダムに備えて出走予定馬を本番のレースコー
ス近くの草原に移動させ調教が実施されていま
す。あわせて、トレーニングを兼ねて馬の運動能力
を評価するために、数十～百頭規模の模擬レース
が各地で実施されています（写真9）。今回は、ナー
ダム本番のレースコース（Hui doloon hudag）で実
施された模擬レースにおいて、3名の調教師の協
力を得て出走予定馬の心拍数を測定しました。こ

のコースはウランバートル市街地から西約25km
の草原地帯をゴールとし、スタート地点はレース
距離によって変わってきます。モンゴル競馬は、馬
をゴール地点に集合させたあと速歩またはゆっく
りのキャンターでスタート地点まで移動し、折り
返しと同時に一斉にスタートしてゴールを目指す
スタイルで、模擬レースも本番と同じ形式で実施
されます（写真10, 11）。今回の調査では、2日間で
数回実施された模擬レースの内、6歳Stallion、7歳
以上Maleおよび5歳Maleの3レースに出走した各
4頭・計12頭で心拍数を測定しました。
　前述のとおりナーダム本番では年齢ごとにレー
ス距離が異なりますが、今回測定した3レースは
すべて約16kmで実施されました。図2はその1例

で、スタート地点で折り返した後、高低差約
150m・最大斜度約2%の上りコースにおいて、ス
タート直後から最高速度の約14m/s（約50km/h）
で走り出し、徐々に減速しながらゴールに辿り着
くというパターンでレースを行っていました。こ
のレースパターンは測定したすべての馬で同じ
で、12頭中10頭はスタート直後に最高速度13.3～
14.5m/s（47.9～52.2km/h）まで達していました

（表2）。また、模擬レース中の平均速度は9.1～
11.3m/s（32.9～40.5km/h）で、ゴール付近では疲
労のために最高速度から50%以上速度を落として
しまう馬もいました。これらのデータを見るとモ
ンゴル競馬には特にレース展開はなく、最初から
最大能力を発揮させてジョッキーが馬を鼓舞しな
がらゴール目指すという、馬にとってはハードな
レース形式であることがわかります。そのためか、
毎年ナーダムではレース中に（おそらく心疾患で）
死亡する馬が数頭出るそうです。

モンゴル在来馬の運動生理学的評価
　今回測定した心拍データからモンゴル在来馬の
運動生理学的評価を行いました。
　2年間の測定で心拍計のGPS機能を用いて得ら
れた各馬の最高速度は14.0m/s（50.4km/h）前後
で、14.5m/s（52.2km/h）を超える馬がいなかった
ことからモンゴル馬の最高速度は約14.5m/sだと
考えられます（表1, 2）。次に、1年目に強調教を実
施した4頭（Horse D-G）の心拍データを用いて最
高心拍数（Peak HR）・V200およびVHRmaxを計算
し、サラブレッド競走馬、サラブレッド育成馬およ
びポニーのデータと比較しました（表3, 4）。モン
ゴル馬の最高心拍数は225bpmで、トレセンに在
厩している現役サラブレッド競走馬2)や国際総合
馬術競技に出場するためによくトレーニングされ

たポニー3)よりも高い値でした。一般的に、体の小
さな動物は安静時および最高心拍数が高いと言わ
れており、モンゴル馬で最高心拍数が高かったの
は馬体のサイズに影響されているのかもしれませ
ん。また、有酸素性運動能力の指標であるV200は
現役サラブレッド競走馬2)よりも低かったものの、
日高・宮崎両育成牧場で2歳4月に測定したサラブ
レッド育成馬よりもやや低い程度で、競技用ポ
ニー3)とは差がありませんでした。モンゴル競馬が
標高1500mの低酸素環境で行われていること、今
回得られたデータが心肺機能に負荷がかかりやす
い上り傾斜のコースで測定されたことを考慮する
と、モンゴル在来馬の有酸素性運動能力はこのサ
イズの馬としてはかなり高いことが推察されま
す。また、Horse D～Gにおいて心拍数の回復指標
である調教後心拍数が100bpmを切るまでの時間
を調べると、強調教を実施したにもかかわらず4
頭すべてで5分以内に100bpmまで低下し、運動後
の心拍の回復が早いことがわかりました。この
データからもモンゴル在来馬の持久力の高さが窺
えます。
　続いて2年目の心拍データについて、模擬レー
ス時の心拍数を測定することができた6頭のデー
タをまとめました（表5）。最高心拍数は222bpmで
1年目の成績と差がなかったことから、模擬レー
ス中に馬の心肺機能に最大負荷がかかったと考え
られます。また、模擬レース中の平均心拍数は
209bpmであり、最高心拍数を100%とした
%HRpeakを計算すると平均で93.4%でした。前述
のとおり、モンゴル競馬は長距離レースにもかか

わらず序盤から馬を最高速度で走行させるハード
なレース形式なのですが、今回測定した心拍デー
タからも長時間心肺機能に大きな負荷をかけなが
ら走行していることが明らかになりました。また、
%HRmax値が平均値よりも低かったHorse J, Qお
よびRは、レース中の最高速度および平均速度が
高く短時間でゴールすることができたことから、
モンゴル競馬ではレース中に心肺機能に負荷をか
けず余裕を持って高速走行できた馬が良い成績を
上げることができると考えられました。

最後に
　モンゴルは国民的祭典で大規模な競馬が実施さ
れるほど競馬が盛んな国ですが、これまでモンゴ
ル在来馬を対象とした運動生理学的報告はなく、
その運動能力は未知数でした。今回JICAのプロ
ジェクトに参加し、モンゴル在来馬の調教中心拍
数を測定しその一端を知ることができたことは、
非常に貴重な経験だと考えています。JICAでこの
事業が継続されるか決まっていませんが、今後調
査する機会があればナーダム本番でデータを測定

し、モンゴル在来馬の運動生理学的能力をより詳
しく調査していきたいと考えています。
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第22回馬の国際間移動に関する
委員会に参加して（および従化競馬場見学）

馬事部  防疫課　山中隆史　・　競走馬総合研究所  分子生物研究室　坂内　天

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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海 外 報 告

世界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学での研修

徳重裕貴1）＊・荒木成就2）＊＊・上林義範2）・ 前　尚見3）＊＊＊・青木基記3）＊＊＊＊

　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

写真1　参加者と研究責任者

1）Tokushige Hirotaka : 競走馬総合研究所
2）Araki Masanari, Kambayashi Yoshinori : 美浦トレーニング・センター
3）Mae Naomi, Aoki Motoki : 栗東トレーニング・センター
＊現　栗東トレーニング・センター 
＊＊現　馬事部 
＊＊＊現　美浦トレーニング・センター 
＊＊＊＊現　競走馬リハビリテーションセンター
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

写真2　研修先のチューリッヒ大学にて

写真3　左から3人目がProf. Regula
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

写真4　約5分かけてα2作動薬を投与
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

写真5　CT検査 写真7　倒馬・起立時のヘッドギア

写真6　CT検査室から手術室への移動 写真8　赤外線灯で照射される覚醒室
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　本会の麻酔法は、過去の調査研究に基づいた麻
酔法を軸として新たな実験や研究を通して有用で
あった方法を応用しているが、特に周術期や重症
例における最適な麻酔・疼痛管理法には課題があ
る。そこで、獣医麻酔分野における最新のトピック
スについて情報収集すること、周術期麻酔管理の
現状を把握・学習することを目的とし、第13回世
界獣医麻酔会議への参加およびチューリッヒ大学
麻酔管理部門での研修に臨んだ。

◆第13回世界獣医麻酔会議
　2018年9月25日（火）～28日（金）にかけて、第
13回世界獣医麻酔会議（13th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology：WCVA）がイタリア共

和国のベネチアで開催された。WCVAは3年に一度
開催される獣医麻酔科学の国際学会であり、世界
中の獣医麻酔科専門医が集結し、麻酔薬や麻酔中
のモニタリング等を始めとする様々なトピックス
について熱く議論される。今回のWCVAにおいて
JRAからポスター3題を発表したので、その発表内
容と特筆すべき聴講演題について概要を報告す
る。

○セボフルラン吸入麻酔下サラブレッド種競走馬
におけるメデトミジン-プロポフォール持続静脈
内投与の有用性

徳重裕貴ら（JRA 競走馬総合研究所）
　JRAではセボフルラン吸入麻酔ならびにメデト
ミジン持続静脈内投与(CRI)を軸とした麻酔管理
法が主流となっているが、麻酔維持中にプロポ
フォールを併用した際の臨床効果や適正な投与速
度は不明であったため、本研究ではそれらについ
て調査することを目的とした。
　腕節構成骨々折を発症した競走馬30頭を用い、
麻酔維持中のプロトコールにより3群に分類した

【M群：メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr)， MP3群：
メデトミジンCRI (3.0 µg/kg/hr) +プロポフォール 
CRI (3.0 mg/kg/hr)， MP6群：メデトミジンCRI 
(3 .0  µg/kg/hr )  +プロポフォール CRI  (6 .0  
mg/kg/hr)】。セボフルラン必要量はプロポフォー

ル用量依存性に減少した。また、プロポフォール
CRIを併用することで昇圧剤（ドブタミン）の必要
量は有意に減少した。覚醒の質は優秀であった。以
上のことから、セボフルラン吸入麻酔にメデトミ
ジンおよびプロポフォールCRIを併用する麻酔管
理法によりセボフルラン必要量は減少し、質の高
い覚醒が得られるとともに良好な循環状態を維持
できた。中でも、MP3群の麻酔プロトコールは特に
有用であることが示唆された。
　臨床例に対するセボフルラン吸入麻酔メインの
麻酔管理法は、コストの問題から世界的にはマイ
ナーであることは承知していたが、使用感触につ
いて関心を持ってもらえた印象を受けた。また、大
動物において呼吸管理の観点から吸入麻酔メイン
の麻酔管理法が不可欠であるが、プロポフォール
の利点を生かした麻酔プロトコールを確立したこ
とに対して若干名からではあったが賞賛を受ける
ことができた。

○セボフルラン吸入麻酔にケタミン-プロポ
フォールを用いた麻酔導入法の臨床特性

荒木成就ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　JRAで長年実施していたチオペンタール-GGEに
よる導入法（TG法）は、良好な倒馬が得られるもの
の、導入後の循環抑制や覚醒遅延などの副作用や
高コストが問題となっていた。近年、プロポフォー
ルにケタミンを併用した導入法（PK法）により倒
馬時の興奮作用を抑制できることが明らかとなっ
た。しかし、これらの導入法を比較した報告はない
ため、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。
　2015年1月から2016年12月の期間で美浦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(6.0μg/kg)およびミダゾラ
ム(0.02mg/kg)で前処置後、TG群（n=91）はチオペ
ンタールNa(4.0mg/kg)-GGE(100mg/kg)、PK群

（n=123）はプロポフォール(1.0mg/kg)-ケタミン
(1.0mg/kg)で導入した。倒馬グレードに有意差は
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、平均ドブタミン投

与速度はTG群に比較してPK群は有意に低値を示
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、さらに麻酔維持中の循環抑制作用
を軽減できたと考えられた。起立に要した時間は
TG群に比較してPK群は有意に短く、覚醒グレード
もTG群に比較してPK群は有意に優れていた。以上
のことから、サラブレッド種においてPK法はTG法
に代わる安全かつ有用な導入法であることが示さ
れた。
　ほとんどが長時間麻酔になる症例が多い大学病
院では、導入薬の違いが起立に与える影響を考慮
することがあまりないようで、関節鏡手術等の比
較的短時間で終了する手術が多いJRAの特殊性を
実感した。

○競走馬の周術期における酸化ストレス動態およ
び麻酔法が酸化ストレス指標に与える影響の評価

上林義範ら（JRA 美浦トレーニング・センター）
　手術誘発性の酸化ストレスは免疫抑制や創傷治
癒の遅延を招く可能性があるため、軽減すること
が望ましいと考えられる。麻酔薬が酸化ストレス
に与える影響に関する人での報告は多いが、馬で
は見当たらない。そこで、抗酸化能に関する報告の
多いプロポフォールに着目し、3つの異なる投与
方法における手術時の酸化ストレスを比較した。
　腕節構成骨々折を発症し、関節鏡手術を実施し
た20頭のサラブレッド種競走馬をプロポフォー
ル投与方法の異なる3群（pP, pM, tM）に分類した。
導入薬としてpPおよびpM群ではプロポフォール
(1.0mg/kg)とケタミン(1.0mg/kg)を、tM群ではチ
オペンタールNa(4mg/kg)とGGE(100mg/kg)を投
与した。全群においてセボフルラン吸入麻酔下で
メデトミジンCRI(3.0μg/kg/hr)を実施し、pP群で
はさらにプロポフォールCRI(3.0mg/kg/hr)を併用
した。酸化ストレス指標として血中酸化ストレス
度(bOS)および血中抗酸化力(bAP)を測定した。
　全群において、手術終了時のbOSとbAPは手術前
および手術翌日と比較して有意に低値を示した。
一方、各時点におけるbOSとbAPに麻酔群間での差
は認めなかった。また、pP群における手術中の終
末呼気セボフルラン濃度は、pMおよびtM群と比
較して有意に低値を示した。

　関節鏡手術のような低侵襲手術においては、今
回検討した麻酔法はプロポフォール投与の有無に
かかわらず悪影響の小さい麻酔法である可能性が
考えられた。また、麻酔群間で酸化ストレスの差が
生じなかった理由として、pMおよびtM群ではpP
群より多く投与されたセボフルランが抗酸化能を
発揮した可能性が示唆された。
　質疑応答の時間が設けられたものの、本発表に
対しての質問はなかった。また、口頭発表とポス
ター発表のいずれにおいても同分野の発表はみら
れず、酸化ストレスに関する論文報告は近年増加
傾向にあるものの、臨床的にはまだ興味を持たれ
ている領域ではないことを感じた。

○馬におけるイソフルラン吸入麻酔下のバチノキ
サン持続静脈内投与によるデクスメデトミジンの
薬物動態と血中濃度への影響

Stepan Neudeckら（ハノーバー獣医科大学）
　バチノキサン(MK-467)はα2アドレナリン受容
体拮抗薬で、単独使用では循環系指標ならびに組
織酸素運搬能が向上し、副作用はないとされてい
る。本研究では、イソフルラン吸入麻酔下における
デクスメデトミジンとバチノキサンのCRI併用に
よる影響を検討した。
　DEX群6頭【デクスメデトミジン(3.5μg/kg) 
+CRI(7μg/kg/hr)】とDEXVAT群【DEX群 +バチノ
キサン(130μg/kg)+CRI(40μg/kg/hr)】に分類し、
イソフルラン吸入麻酔下における循環系指標、血
液ガス分圧、消化管の血液潅流および酸素化濃度
を比較した。DEXVAT群ではSaO2、心拍出量、酸素
運搬能は有意に高く、酸素抽出率、肺胞死腔、肺胞
気動脈分圧較差は有意に低かった。また組織潅流
に差は認められなかったが、酸素化はDEXVAT群
で有意に良好であった。以上のことから、バチノキ
サンは心血管系ならびに腸管組織の酸素化に対す
るデクスメデトミジンの副作用を改善することが
明らかとなった。
　α2作動薬は鎮静・鎮痛効果を有し、馬において
も非常に有用性の高い薬であるが、末梢血管収縮
作用による組織酸素量の低下は一つの課題とされ
てきた。しかしバチノキサンは血液-脳関門を通過
しないため、α2作動薬の鎮静・鎮痛効果を維持し

たまま、末梢における副反応を軽減することが可
能である。期待される薬効を阻害しない拮抗薬の
存在は非常に新鮮であった。他にも犬、猫、羊につ
いてのバチノキサン関連の発表があり、国際的な
注目度の高さが感じられた。

○馬における立位手術時のデトミジン-メサドン
持続静脈内投与の有用性

Miguel Gozalo-Marcilla（サンパウロ大学）
　オピオイド鎮痛薬であるメサドンと鎮静薬であ
るデトミジンCRI下で、馬に対して歯科治療および
その他の立位手術を実施した調査報告である。
　メサドン(0.2mg/kg)およびデトミジン(5μ
g/kg)で鎮静処置し、それぞれ(0.05mg/kg/hr)と
(12.5μg/kg/hr)のCRIで麻酔維持を開始した。ふ
らつきや外科的刺激に対する反応を5分ごとに確
認し、外科手術の鎮静状態の維持に必要なデトミ
ジンを投与した。歯科治療では16.9 ± 4.5μ
g/kg/hr、その他の立位手術では9.0 ± 1.9μ
g/kg/hrのデトミジン投与が必要となった。心血管
系および呼吸器系の指標に異常は認められず、手
術後も疝痛や行動の変化などの副反応は認められ
なかったことから、メサドンとデトミジンのCRIに
よる立位麻酔管理は有用であった。
　メサドンはモルヒネやフェンタニルと同様のオ
ピオイド鎮痛薬である。代謝産物に薬理活性がな
いため、排泄器官である腎臓機能が低下している
患者に対しても使用可能なことや、半減期が長い
というメリットがあり、人医療で使用されること
がある。馬では、興奮作用や便秘などの副反応が発
現するリスクはあるが侵襲の大きい手術が増えつ
つある中で、NSAIDsを中心とした疼痛管理には限
界があるのかもしれない。副反応を最小限に抑え、
安全にオピオイド鎮痛薬を使用していくために、
様々な検証をしていく必要性を強く感じた。

○犬におけるデクスメデトミジン、デクスメデト
ミジン-リドカインの関節内投与による効果

Federica Alessandra Brioche（イタリア）
　関節鏡検査を受ける犬において、検査開始の数
分前にリドカイン(1mg/kg：L群)、デクスメデトミ
ジン(2.5μg/kg：D群)、それらの組み合わせ(LD群)

を検査部位の関節内に投与し、5分ごとに心血管
系機能の指標を記録した。疼痛を示した症例には
緊急薬としてフェンタニル(1.0μg/kg)を投与し
た。術後の鎮痛評価にはShort Form of Glasgow 
Composite Pain Scaleを用いた。
　LD群において、HRは10, 15, 20分後に投与前と
比較し有意に減少し、SAP, MAP, DAPは有意に増
加した。また房室ブロックの頻度は有意に高かっ
た。L群では緊急薬のフェンタニル投与量は他2群
と比較し有意に多かった。術後の鎮痛評価に群間
で有意差はみられなかった。
　以上のことから、犬の関節鏡検査におけるデク
スメデトミジン、もしくはリドカインとデクスメ
デトミジンの併用投与は、リドカイン単独投与と
比較してより良好な術中鎮痛が得られることが明
らかとなった。またデクスメデトミジンの単独投
与は、リドカインとデクスメデトミジンの併用投
与と比較して不整脈のリスクが少ないことも明ら
かとなった。
　オピオイド等鎮痛薬の全身投与に加え、局所麻
酔を併用する手法は、麻酔分野に広く応用されて
いるマルチモーダル鎮痛の一例であり、その鎮痛
効果や副作用の観点からも大きなメリットがある
と思われる。一方、馬においてはin vitroにおけるデ
クスメデトミジンの濃度によっては関節内投与に
よる関節毒性の可能性が報告されている。使用に
際してはこのようなデメリットも合わせて検討す
ることが重要であると感じた。

◆チューリッヒ大学麻酔管理部門の概要
　チューリッヒ大学獣医関連キャンパスはチュー
リッヒ市のターミナル駅であるチューリッヒ中央
駅から約4.5kmの場所にあり、各種伴侶動物や家
畜（犬・猫・馬・牛・山羊・アルパカなど）の二次診療
施設を有する。麻酔管理部門では、バランス麻酔の
分野において最も著名な研究者の一人である
Regula Bettschart-Wolfensberger教授を筆頭に、
馬を始めとする麻酔管理の臨床研究について多数
の学術論文を発表している。2018年10月1日（月）
～4日（木）にかけてチューリッヒ大学麻酔管理部
門で研修を受けた目的は、数多くの研究成果を有
する施設における麻酔管理の現状把握、オピオイ

ドを始めとする本会で未応用の薬剤を併用した周
術期麻酔管理の学習および診療施設視察を通し
て、麻酔技術を向上させることである。

吸入麻酔のプロトコール
　チューリッヒ大学では年間370件程度のバラエ
ティに富んだ手術が実施されており、その麻酔法

として吸入麻酔が選択されることが多い。以下に
本会との麻酔プロトコールの比較を記す。
　投与量の差異はあるが、前処置としてα2作動薬
を使用し、メデトミジンCRIを併用するなど本会と
共通する点は多い。一方で、吸入麻酔薬を自発呼吸
下で管理している点や、トランキライザーを用い
た前処置、周術期の疼痛管理として積極的にオピ
オイドを投与する点は本会と大きく異なるため、
これらを中心に記載する。

自発呼吸下による全身麻酔管理
　チューリッヒ大学の麻酔管理法で最も特徴的で
あった点は、自発呼吸による全身麻酔管理である。
吸入麻酔薬を用いた一般的な麻酔管理法は人工呼
吸器を使用した陽圧換気法であり、本会もこの方
法を採用してから長年経過している。陽圧換気法
は呼吸回数や吸気時間を任意に設定できることか
ら、換気状態（PaCO2やPaO2が指標）を正常範囲内
に維持することが容易であり、麻酔濃度の速やか
な上昇や安定した麻酔濃度の維持が可能となる。
一方、機械的換気による胸腔内圧上昇は静脈還流
量の低下を引き起こし一回心拍出量を低下させる
ため、動脈圧の低下を招来する。同じ吸入麻酔薬を
使用した際、自発呼吸法と比較して陽圧換気法で
は循環系を強く抑制することが知られている。
チューリッヒ大学ではこの循環系への影響を避け
るために、ほぼすべての症例で自発呼吸により全
身麻酔管理を行っていた。
　我々が注目したのは、換気状態を正常範囲内に
維持できるのか、十分な麻酔濃度を維持できるの
かという点である。換気状態が悪化する傾向が多
い開腹手術においても自発呼吸による麻酔維持を
選択しており、呼吸回数は概ね10回/分程度で維
持されていた。手術中に時折無呼吸状態となるこ
ともあったが、特に慌てる様子もなく必要に応じ
て呼吸をアシストしていた。換気状態はPaCO2が
55mmHg前後、PaO2が100mmHg前後と、我々が目
標としている数値と大きくかけ離れたものではな
かったが、麻酔導入後、麻酔器へ接続してから麻酔
濃度が上昇するまでの時間はやや長いように感じ
た。今回見学した症例では麻酔管理が不安定に
なった例はなかったが、術中に覚醒傾向が発現し、

急な麻酔濃度の変更が必要となった際に自発呼吸
下で速やかに対応できるかは不安を感じる。もし
自発呼吸下での麻酔管理を応用するのであれば、
麻酔深度を一定に保つために適切な鎮痛処置（オ
ピオイドやケタミン）や補助麻酔薬（メデトミジン
などの鎮静薬）を併用して覚醒させないよう留意
する必要がある。チューリッヒ大学では、患馬が疼
痛を感じていると判断した場合には麻酔濃度の増
減に先立ってケタミンを投与しているケースもあ
り、これは上述のように急な麻酔濃度の変更が困
難であることによると推察された。また、覚醒室へ
の移動後には手術中からの自発呼吸が残存してい
るため、速やかな酸素吸入（デマンドバルブによる
強制換気ではなく）および緊急薬（ケタミンやチオ
ペンタールなど）を速やかに投与できるよう準備
することが必要となる。
　吸入麻酔薬を用いた自発呼吸による全身麻酔管
理を初めて目の当たりにし、我々が当然のように
実施している陽圧換気法についてのメリットとデ
メリットを再確認することができた。国や手術法、
馬の種類（競走馬orポニー）などが異なるため、一
概にどの麻酔法がベストであるかは断定できない
が、現状の麻酔法に満足せず、より安全性の高い方
法を模索し続ける必要があると感じた。

トランキライザーを用いた前処置およびオピオイ
ドなどを併用した周術期におけるバランス麻酔管
理法
　本会ではあまり使用しない薬剤の一つにアセプ
ロマジンがあるが、チューリッヒ大学では麻酔前
投与薬として一般的に使用していた。アセプロマ
ジンは大脳基底核や辺縁系を抑制して周囲環境に
対する無関心や自発運動の減少をもたらす、いわ
ゆる抗不安薬であり、α2作動薬の作用を増強する
効果も有する。さらに、アセプロマジンが持つ血管
拡張作用はα2作動薬の血管収縮作用を相殺する
ため、循環機能の維持につながる。一方で、血管拡
張作用により低血圧が発現する場合もあるため、
開腹手術やショック症状を呈している馬には適さ
ない。また、陰茎後引筋の弛緩性麻痺に起因する陰
茎の伸長を伴う持続性勃起症や嵌頓包茎は、深刻
な副作用であり、発症率は低い（0.01%以下）もの

の陰茎の収縮障害へと進行する場合もある。その
ため、将来種牡馬になりうる牡馬に対しては使用
しないとのことであった。本会が対象とする競走
馬に対しての使用についても、やはり法的責任上
積極的な使用は控えざるを得ない。しかし、本薬剤
が有する抗不安薬としてのメリットや、α2作動薬
のCRIが一般的となっている現状、その副作用であ
る血管収縮作用を相殺できるメリットは大きいと
考えられる。すべての症例に適用できるわけでは
ないが、安全な麻酔管理法の選択肢として使用で
きるよう準備を整えたいと思う。
　また、チューリッヒ大学と本会では、前処置にお
けるα2作動薬の投与法が若干異なっていた。我々
は必要量（メデトミジン5μg/kgなど）を基本的に
はボーラス投与しているが、チューリッヒ大学で
は約5分かけて緩徐に投与していた（写真4）。これ
は、α2作動薬の血中濃度を急上昇させないことに
より、副作用である血管収縮作用の発現を極力抑
えることを目的としている。この投与法はすべて
の症例で実施し、吸入麻酔終了後の再鎮静の際に
も緩徐に投与しており、チューリッヒ大学が薬剤
の副作用を最小限にするよう努めているという姿
勢を強く感じた。

　周術期の疼痛管理法という点では、本会と異な
り長時間作用型オピオイドであるモルヒネを積極
的に使用していた。モルヒネは強い鎮痛作用を有
するため、人医療や小動物獣医療では癌性疼痛、術
中・術後疼痛などのコントロールに使用されてい
る。馬においても表層部や深部の体性痛に対して
優れた鎮痛作用を発揮し、α2作動薬やアセプロマ

ジンとの併用により鎮痛効果が増強される。
チューリッヒ大学では回復期から起立後の術後鎮
痛までをカバーする目的で、手術終了30分前にモ
ルヒネ0.1mg/kgをルーティンで筋肉内投与して
いた。本会でも著しい疼痛があると判断した症例
に術後投与することはあるが、術中のモルヒネ投
与は実施していない。その理由として、オピオイド
はアセチルコリンの放出を抑制して腸蠕動を減弱
させるため、イレウスや便秘などの発症リスクを
高めるからであり、特にモルヒネは他のオピオイ
ドよりもその作用が強いと言われている。また、中
枢神経性の興奮作用が発現する場合もあるため、
周術期においては慎重かつ適正な使用が求められ
る。チューリッヒ大学ではモルヒネの血中濃度や
興奮作用の発現を考慮して、手術終了30分前に投
与すべく麻酔医が手術の遂行状況を確実に把握
し、覚醒室入室後のα2作動薬による再鎮静も必須
としていた。また、低用量かつ筋肉内投与を選択す
ることで、副作用の発現を限りなく低下させるよ
う努めていた。WCVAの発表においてもオピオイ
ドを使用した鎮痛効果に関する演題は多く、複数
の薬剤を使用した疼痛管理法について、我々も積
極的に使用方法を考える必要があると感じた。

その他の麻酔管理法について
CT検査時の麻酔

　チューリッヒ大学は据え置き型の大型CTを有
しているため、手術時の詳細確認を目的として全
身麻酔下で検査が行われる（写真5）。日本と異な
り乗用馬や愛玩目的で飼養されているケースが多
いため口腔内疾患での使用が多く、研修中にも2
症例遭遇した。CT検査室と手術室が異なる部屋に
位置しているため、CT検査終了後に患馬をフォー
クリフトで手術室まで運ぶ必要がある（写真6）。
そのため、吸入麻酔のみによる麻酔維持では移動
中に麻酔深度が浅くなる可能性があるため、吸入
麻酔と静脈麻酔を組み合わせていた。具体的には、
やや低用量の吸入麻酔(0.6-0.9MAC)を基本とし
て、麻酔深度の調節にケタミン(1.1mg/kg)とキシ
ラジン(0.55mg/kg)を適宜投与するという方法で
ある。本会で使用しているトリプルドリップ（ケタ
ミン-キシラジン-GGE）は使用しないのかという質

問をしたところ、スイスではGGEが入手不可のた
め、不安定だがケタミンとキシラジンの静脈麻酔
の方法を選択しているとのことであった。CT検査
室から手術室へと移動する際には、携帯型の小型
酸素ボンベによるデマンドバルブを使用し、手術
室入室後には通常のイソフルラン吸入麻酔へと移
行していた。この小型酸素ボンベは一人で容易に
持つことができ、移動も簡便であるため、このよう
な麻酔が必要となる際には必須であると感じた。
また、手術室内にCT機器が設置可能であれば問題
とはならないのであろうが、ケタミンとキシラジ
ンを複数回投与した症例ではやはり覚醒グレード
は悪く興奮作用も発現していたため、馬にかかる
負担が大きい面も感じられた。

事故防止・動物福祉
　倒馬および起立の際にはヘッドギア（写真7）を
装着し、頭部を保護していた。また、回復期には起
立まで導尿カテーテルを抜去せず、屋外への排出

用ルートを通して尿を排出することで覚醒室の汚
染予防および尿意による早期覚醒の予防に努めて
いた。そして、鼻腔粘膜の浮腫を軽減するために
フェニレフリン(0.02ml/kg)の鼻腔内投与をすべ
ての馬に実施していた。さらに、麻酔下の馬は低体
温になりやすく生体機能の低下や覚醒遅延につな
がるため、手術中は馬体を毛布で覆い、回復期は赤
外線灯で部屋ごと暖めて体温の低下を防止する

（写真8）など、事故防止と動物福祉の視点を持っ
て管理されていた。

　覚醒室の形状は、馬が覚醒するスペースを取り
囲むように人が移動できる通路が存在する。基本
的に抜管以降は人が覚醒室内に入ることはなく、
補助起立を実施する際には頭部と尾に繋げたロー
プを覚醒室の外から引っ張る。起立後にふらつく

馬を支える場合は、外の通路から手を伸ばしてタ
テガミを保持していた（写真9）。ちなみに、JRAで
は人が覚醒室内に入って補助起立をしていると
言ったら「Dangerous!」と首を振られた。なお、
チューリッヒ大学にはプールリカバリーも設置さ
れており、重度の整形外科手術の覚醒の際に使用
するとのことであった（年に10例程度）。

最後に
　本研修を経て、獣医領域における麻酔管理につ
いての最新知見を習得できただけでなく、本会で
実施している麻酔管理が諸外国と比較しても遜色
ないことを実感することができた。また、術後合併
症の発症率を軽減するためのみならず、動物福祉
の概念に基づいた周術期麻酔管理法を学習するこ
とができた。研修中に麻酔管理していた馬はサラ
ブレッド種競走馬ではなかったものの、習得した
知見および経験は、麻酔関連事故率が他動物に比
較して高い馬の麻酔管理を行う本会獣医師や国内
の馬診療施設に還元できるものである。全身状態
の悪化あるいは大きな術後ストレスが想定される
手術において、競走馬を始めとする馬が無事に回
復するためには、手術手技の成否のみならず、患馬
へのあらゆる負担を最小限にする麻酔管理も重要
である。今後は今回の貴重な経験を活かして研鑽
を重ねるとともに、習得した内容を各所へ情報共
有し、安全な麻酔管理のさらなる推進に寄与して
参りたい。

　2018年12月10日に香港　沙田競馬場のクラブ
ハウスにおいて、第22回馬の国際間移動に関する
委員会が開催された。本年は、委員の筆者だけでは
なく、オブザーバーとして競走馬総合研究所　分
子生物研究室の坂内　天職員も参加した。この委
員会の趣旨は、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の加
盟各国が抱える馬の検疫に関する課題について、
メンバー間で共有し、その解決策を考えるという
ものである。例年のことではあるが、会議途中の出
入りや、急な欠席もあり、概数としてしか把握でき
なかったが、委員・オブザーバー含めて40人が出
席した。議題は、資料もスライドもなく思いつくま
まに話されるものや、「その他」を含めて26題も
あった。大別すると、Equine Disease Free Zone

（EDFZ）に関する話（ほとんどは、従化競馬場に関
すること）、腺疫に関する話、および南アフリカか
らの馬の輸出に関する話の3つであった。以下に、
筆者（山中）と坂内職員が印象に残った議題につい
て、その概要を記す。

○Equine Biosecurity and Quarantine Manager 
Training（および従化競馬場見学）

Brian Stewart (Hong Kong Jockey Club)
　話者であるBrian Stewartは、本委員会の議長を
長年務めている人物であり、途中に数年、オースト
ラリアのレーシング　ビクトリアに異動した期間
があるが、基本的に香港ジョッキークラブに勤務
し続けている人物である。現在は、2018年8月下旬
にオープンした従化競馬場のバイオセキュリ
ティー責任者である。
　話の内容は、従化競馬場の運用開始後に実施し

ている、人を対象としたバイオセキュリティー教
育についての方針や方法についてであった。現在、
従化競馬場では、約180頭の馬が飼養されている
一方で、約600人が何らかの形で勤務しているそ
うである。プレゼンテーションの最初のほうに、

「個々のバイオセキュリティーの手段・過程が完璧
でなくとも、それぞれにおいて、90%のリスクを取
り除けることができれば、最終的に無視できるレ
ベルにリスクを落とすことができる。」ということ
を述べていた。我々も、日常生活において、多々、あ
る程度の妥協を強いられることに遭遇するが、こ
れを代償するため、やるべきことの項目を増やし
て全体として、無視できるレベルへリスクを軽減
するという考えは、非常に実際的であると思う。一
例を述べると、実際の馬の香港⇔従化間の移動に
ついては、まったく、馬を隔離・繋留して検査する
ようなことは行わない。強いて言えば、馬が馬運車
に乗り降りする場所（Unloading/Loading Bay）で、
赤外線モニターにより体温が測定されることぐら
いのものである（ここで、異常体温が検出された
ら、当該馬は隔離検疫厩舎に移されることにな
る）。しかし、実際に見学して分かったことではあ
るが、その体温の確認は、馬の専門家ではまったく
ない中国の税関職員が担当していた。筆者は、赤外
線による温度測定は非常にデリケート（少しの風
があたるだけで、すぐに測定値が低下する）であ
り、短時間で、かつ正確に測定することはほぼ不可
能であることを経験している。そこで、いったいど
の程度、測定値に信頼性があるのかを話者に質問
してみた。返答は、「わからない。今後、調査プロ
ジェクトのテーマとしてよいかもしれない。」であ

り、信頼性が低いことは自覚していたようである。
この赤外線による体温モニターによって、リスク
の90%をカットできるとは思えないが、やらない
よりはましなのかもしれないし、また、中国政府側
に税関が担当することの一環として、公的に仕事
を割り当てることも、施設運営を円滑に行う上で
必要なことなのであろう。そのほかにも、「大掛か
りな小細工」とも感じることが散見された。例え
ば、各厩舎に設けられている香港からの来訪者（そ
のほとんどは、香港在住の馬主と考えられる）との
ガラス越しの馬との面会所が挙げられる。なぜ、小
細工と評したかというと、実際に、我々のような外
部からの来訪者が馬のいる馬房を目の前で見学さ
せて貰ったこととの整合性が取れないからであ
る。前者は、今後、恒常的に起こりうるもの、一方、
後者は単発だからという意味で、リスクの90%
カットの体裁は取れると考えられなくもないが、
多かれ少なかれデモンストレーションを含んでい
ると思われる。競走馬診療所では診療室、X線検査
室、手術室、入院馬房、隔離馬房、解剖検査室などを
見学した。まだ工事中の箇所があり、将来的に立位
MRIやシンチグラフィーが入るとのことであっ
た。診療助手の居室からはガラス越しに重患馬房
が見えるようになっており、症状の急変に対応し
やすいようになっている。感染症の発生を疑う場
合は隔離馬房に収容し、必要があればそのまま隣
接する解剖検査室で剖検を行う。解剖された馬体
は中国本土内の焼却施設で処分するそうである。
馬の移動に制限がかかるような感染症の発生が疑
われる場合は、香港ジョッキークラブ側と中国政
府側の両者が共同して検査を行うらしい。診療所
の2階には臨床検査室があり、血液生化学検査の
ほか、細菌分離やサルモネラ症などのPCR検査を
含む簡易な微生物学的検査を行うことができるそ
うである（しかし、PCRに必要なサーマルサイク
ラーは検査室内に見当たらなかった）。獣医師と診
療助手を合わせて15名ほどのスタッフがいる。従
化競馬場が中国本土の馬群と完全に区別され、
EDFZとして維持されるために当然のことではあ
るが、従化競馬場内でのすべての診療行為は香港
ジョッキークラブの獣医師によって行われ、中国
本土の馬群を診療する獣医師が従化競馬場に入る

ことは禁じられている。
　次に、勤務者や見学者向けのバイオセキュリ
ティーに関する教材について触れる。過去に知ら
れている馬伝染病の大流行は、原則として、病原体
を体内で増殖させて環境中に排泄する感染馬の存
在（移動）に、その原因を帰すことができる。一方
で、その感染馬に接触した獣医師、装蹄師、厩務員、
調教師あるいは騎乗者などの汚染した被服や手指
を介して、2次的に他の健康な馬に病原体を伝播
させてしまうケースも少なくない（オーストラリ
アの検疫所内からの馬インフルエンザの外部伝播
は有名である）。話者は、教育用に作成した動画や
イラスト入りのリーフレットを紹介してくれた。
それらは、馬主、調教師、騎手あるいは厩務員など
に応じて、個別に作成しているようであった。筆者
らは一般来訪者向けのものを配布された。印象に
残った点は、リーフレットの裏が、表の内容を理解
し遵守することの誓約書になっており提出させる
ようになっていることであった。この方法は、
2020年東京オリンピック・パラリンピック馬術競
技大会におけるバイオセキュリティーの運営（特
に、大学馬術部等に所属しているボランティアへ
の教育）に大いに参考になるのではないかと感じ
た。
　2018年12月現在、従化競馬場在厩の競走馬が
日本の国際競走に遠征することは不可能である。
昨年、オーストラリアとニュージーランドは、従化
⇔香港の馬の試験的輸送を開始した時点で、香港
を中国本土と同じ（低い）衛生状態と判断し、香港
との競走馬の遠征を中止してしまった。厳密にい
えば、それらオセアニア諸国の判断は筋が通って
いる。現在のところ、日本⇔香港の競走馬の移動に
は制限がかかっていないが、多数の日本馬が遠征
する香港国際競走が終わった今が、農林水産省と
の間で、今後の見通しなどについて情報交換をし
ておく良いタイミングと思われる。もちろん、香港
政庁（and/or 北京政府）から、日本政府に対する正
式なリクエストがあってはじめて動き出すもので
ある。

○OIE Standards updates
Morgan Dominguez (OIE)

　2014年に国際馬術連盟（FEI）と国際競馬統括機
関連盟（IFHA）が共同で設立したInternational 
Horse Sports Confederation（IHSC）は、国際獣疫事
務局（OIE）に対して、高度衛生/能力馬（HHP馬）の
国際間移動の手続きを簡素化させることを働きか
けてきた。このひとつの成果として、上記のような
EDFZの設置が挙げられる。IHSCでは、それ以外に
も、2015年から3年間を研究期間として、様々な馬
伝染病に関して研究資金の公募・提供を行ってき
た。伝染病の対象は、馬インフルエンザ、鼻疽およ
びアフリカ馬疫である。馬インフルエンザに関し
ては、遺伝子診断法であるリアルタイムRT-PCRの
バリデーション（妥当性）テストとワクチン接種の
間隔についての研究であった。遺伝子診断法につ
いては、アイルランドのアイリッシュエクワイン
センターが推していたA型インフルエンザウイル
ス（人、鳥、豚および馬に共通する）のマトリクス遺
伝子をターゲットとしたリアルタイムRT-PCRが
採用され、OIEの診断マニュアルの改定案に記載さ
れることが決まった。一方、ワクチンの接種間隔に
関しては、本会の総研が血清サンプルの採取に協
力してきたものであるが、馬の年齢によって分類
し、4歳以下とそれを超えるもの(and/or 4回以上
接種を受けてきたか)で、それぞれ、補強接種間隔

（馬の国際間移動前の接種日）を出国前14日～90
日前および14日～6ヶ月前とにする推奨をOIEの
診断マニュアルの改定案に記載することとなっ
た。
　鼻疽に関しては、補体結合反応試験の妥当性試
験に関してであった。担当は、ドイツのフリード
リッヒ　ロエフラー研究所が担当していたが、結
局のところ、欧州とは離れた地域の流行地（ブラジ
ルやインドなど）の血清検体や菌株の入手に手間
取ったようで、全体的には、さらに詳細な検討が必
要であるとの結論に終わったようである。一応、ウ
エスタンブロット法とエライザ法の感度が、補体
結合反応試験と同等の感度を有し、特異度に優れ
ることが明らかにされたことが唯一の得られた新
しい知見と思われる。また、計画当初から予測され
たことではあるが、これらの抗体検出法では、類鼻
疽との鑑別がつかないことが、あらためて確認さ
れた。本病は、病馬からの病原体の検出（菌分離や

特異遺伝子の検出）が非常に難しいことから、診断
には血清中の抗体検出が頼みの綱となるが、おそ
らく、これ以上の科学技術によるブレークスルー
は難しいと思われる。当面は、本病の汚染が知られ
ている国・地域からの馬の輸入に制限をかけて、清
浄国を守ることが現実的手段であろう。
　アフリカ馬疫に関しては、ワクチン開発に関す
るものであった。本病の病原体は、レオウイルス科
のオルビウイルス属に属するものである。同じ属
のものとして、羊が感染するブルータングが知ら
れており、いずれのウイルスもヌカカによって媒
介される。2008年から2010年にかけて、欧州にブ
ルータングが侵入・流行し、大きな被害が発生し
た。種は異なるが、同じ属のブルータングウイルス
を媒介するヌカカが欧州にも存在することが示さ
れたことになるので、欧州の獣医当局はいずれの
国もアフリカ馬疫ウイルスに非常に敏感である。
世界の一大馬産地である南アフリカは、同病の流
行地であり、本病の流行があった1990年代以降、
欧州への馬の輸出が滞ったことの影響を受け、衰
退しつつある。そこで、長年、本病の無病地帯（上記
のEDFZとは異なる）をケープタウンに設定し、北
方からのシマウマなどの自然宿主とサラブレッド
の隔離を徹底することにより、欧州への馬の輸出
を再開させることを悲願としてきた。今のところ、
アフリカ馬疫ワクチンは４種類存在するようであ
るが、アフリカで製造され最も安価な弱毒生ワク
チンがポピュラーなようである。しかし、ウイルス
ゲノムが分節状になっているアフリカ馬疫ウイル
スでは、自然界で野生株との交雑が発生し、新しい
ハイブリッドを生み出してしまうという、皮肉な
状況をも引き起こしたことがある。そこで、IHSC
が、欧州のワクチンテクノロジーを駆使して新し
いワクチンの開発を補助しようというのが、本研
究プロジェクトの主旨であった。具体的にいうと、
ワクチン抗体と自然感染抗体が区別でき、9つも
ある本ウイルスの血清型すべてをカバーするワク
チンの開発である。前者はともかく、後者のことを
考慮すると、単純に9つものウイルスを含むワク
チン開発をせねばならないので（そのうちの2つ
はエライザで交差することが確認されているの
で、7つでよいかもしれないが・・・）、相当に高価な

ワクチンになってしまうと予測され、市場は南ア
フリカに限定されると考えられている。また、今
後、開発を進めるうえで、さらに実馬を使った免疫
原性試験（接種後、抗体がどの程度上昇するのかを
調べるもの。約2ヶ月を要する。）や攻撃試験（ワク
チン接種馬に、実際のウイルスを感染させ、どの程
度防御されるのかを調べるもの）を行う必要があ
る。これらについても、全血清型毎に行う必要があ
り、さらには、このような感染性のある生ウイルス
を使う実験を何処で行うのか、また、もしアフリカ
で行うとすれば、実験中にアフリカ馬疫に実験馬
が罹ってしまうと不成立となってしまうので、特
殊なヌカカ防除を徹底した施設で馬を100日間飼
養する必要がある（最低、45頭必要だそうであ
る）。それらの実験に、なんと1億米ドルもの経費
が見積もられている。高額ではあるが、逆に言え
ば、経済的に解決する問題であるともいえる。今
後、IHSCが、どこまで関与し続けていくのか？に
興味がもたれるところである。

○Racing regulatory management of strangles 
in Victoria racing stables

Grace Forbes (Racing Victoria Ltd, Australia)
　豪州ビクトリア州内外での腺疫の発生状況や防
疫対応について報告があった。同国では2015年以
降、競馬場や調教施設で腺疫の発生が相次ぎ、競馬
開催の中止や調教場の一時閉鎖が起きている。同
州では腺疫が発生した場合、診断した獣医師が州
に届け出ることが義務付けられている。また、競走
馬での発生時には調教師がRacing Victoriaに届け
出ることが義務付けられている。しかし適切な届
出がなされなかった事案がここ数年の間に複数件
発生しており、調教師に制裁が科されるなど
Racing Victoriaにとって頭痛の種となっている。
　本病は同一施設内で瞬く間に馬群に広がるた
め、速やかな診断と防疫対応が不可欠である。届出
があった場合、Graceらは競馬開催などへの影響を
最小限にするため、発生施設の状況把握と防疫対
応を行う。患馬と有症状馬を赤、患馬と接触のあっ
た馬を黄、接触のなかった馬を緑といった具合に
群分けして、黄と緑の群の馬は抗体検査を複数回
実施し、抗体陰性を確認できれば施設外への移動

可能とする。抗体が陽性の場合は2週間隔をあけ
て二回目の検査を行い、陰性か下がっているかす
れば解放される。こうした一連の防疫対応や検査
を行うためには相応の費用（発生規模によるが
100万円単位になることもある）がかかるが、その
費用をだれが負担しているかまでは言及がなかっ
た。ちなみにGraceが例示した2016年10月の調教
施設における発生については、筆者（坂内）がメル
ボルン大学で腺疫の検査法について研究を行って
いた時期のもので、この事案にかかるすべての抗
体検査を筆者が実施した。Graceにこの件を話した
ところ謝意を伝えられた。
　発生時の検査法としては、感染暴露後から検出
可能なレベルに抗体が上昇するまでに7日以上の
ギャップがある抗体検査を用いるより、鼻咽頭ス
ワブや喉嚢洗浄液を用いたPCR検査のほうが菌の
排出をリアルタイムに把握できて、拡大リスクを
減らせるものと考えられる。この点をGraceに問う
てみたが、競馬場や調教施設には往々にして100
頭以上の馬が居り、検体数が多いことから血清学
的検査が好まれているようである。また、腺疫菌の
リアルタイムPCR法は非特異反応が多いことか
ら、あまり現実的な方法ではないとの見方もある
ようである。
　続いて香港ジョッキークラブのKenneth Lamか
ら、ニュージーランドから香港へ輸出予定だった
馬群において、輸出前の滞在施設で発生した腺疫
の事例について報告があった。このケースでも上
記のように発生後の群分けや検査を実施していた
が、馬の世話をする人員が1～2名しかいなかった
ため、異なるリスクの群を同じ担当者が世話して
回った結果、収束までに半年以上の期間を要した。
感染馬頭数を少なくできたと考えられる例であ
る。
　我が国で腺疫の発生はまれであるが、近年オー
ストラリアから輸出された馬が輸出先で腺疫を発
症する輸入感染症の例が諸外国で報告されてい
る。監視伝染病ではないことから輸入検疫後、最終
目的地へそのまま着地してしまうという側面もあ
る。実際に2012年には競馬学校に輸入された馬群
で腺疫の発生があり、防疫対応に相当の労力を割
いたことがある。上述のように競走馬群で発生が

あった場合の影響は大きいことから、監視伝染病
なみに注意の必要な病気であることは間違いない
であろう。

写真9　覚醒室を囲む通路から馬を保持
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学 会 報 告

第5回Tissue Engineering and Regenerative Medicine
International Society World Congress

(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会  世界会議)に参加して

競走馬総合研究所  臨床医学研究室　　笠嶋快周・福田健太郎・田村周久

　第5回Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society World Congress 
(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会　世界会
議)は「Integration of Industry, Government, and 
Academia for Regenerative Medicine」をテーマ
に、京都府の京都国際会館で平成30年9月4日から
7日まで開催された。TERMISは、再生医療とその実
現に必要不可欠な組織工学を結びつけるために
2005年に創設された国際的な学術組織である。日
本で開催された今大会においても、世界各国から
多種多様な研究者や関連企業が参加し、様々な分
野のシンポジウム、セッション、企業展示および演
題発表(口頭発表700題以上、ポスター発表1600題
以上)があった。以下にその概要を報告する。
　今回の「国際組織工学・再生医療学会世界会議
2018̶京都」では、開催の1年前からLoca l  
Advisory Board (Local Organizing Committee) を
委嘱され、シンポジウムおよび演題の選考から参
画してきました。また、欧米の獣医再生医療を研究
している友人たちとも1年以上前からディスカッ
ションを重ね、シンポジウムの開催を企画してき
ました。我々が開催したシンポジウム名は ‘One 
Health’ - Translational regenerative medicine in 
the veterinary sector（Chairs: Iris Ribitsch, 
Yoshinori Kasashima）で、本世界会議の参加者の
ほとんどは医学・工学研究者ということもあって、
獣医学から得られた再生医療技術を医学に活用し
ましょうというコンセプトで企画し、以下のシン
ポジストに講演を依頼しました。

○Scaffold-mediated repair of tendon injuries in 
large animal models that mimic human tendon 
disease ‒ the good, the bad and the ugly 
Roger K.W. Smith (Dept of Clinical Sciences and 
Services, The Royal Veterinary College, London. 
UK)
　本シンポジウムのキーノートスピーカーはウマ
の腱の再生医療に関する研究で世界的に著名な英
国王立獣医科大学のSmith教授に依頼しました。
Smith教授は私の学位取得時のアドバイザーの一
人になって頂いた経緯から、今日まで15年以上の
公私にわたるお付き合いをさせて頂いている。本
講演では、先生が世界各国の医師と共同で行われ
ている数多くの大動物（ウマ・羊・豚）を用いた腱や
靱帯の再生医療に関する研究について紹介して頂
いた。

○How long do implanted mesenchymal stem 
cell exist at injury site in tendon tissue ? : a cell 
tracking study 
Yoshinori  Kasashima (Cl inical  Veterinary 
Medicine Division, Equine Research Institute of 
Japan Racing Association, Tochigi, Japan) 
　私からは腱に移植した幹細胞の追跡研究につい
て紹介しました（詳細は後述の要旨を参照）。

○MSC Therapy for Osteoarthritis: Status and 
Obstacles 
Frank Barry (Regenerative Medicine Institute, 
National University of Ireland Galway, Ireland)

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

　アイルランドの国立再生医療研究所のBarry教
授はお互いにHavemeyerの獣医再生医療シンポジ
ウムに招聘されたことで知り合えた、著名な研究
者である。Barry教授からは人での関節炎への応用
が間近にきている骨髄由来間葉系細胞についてお
話を頂いた。自家細胞でも他家細胞であっても、骨
髄由来間葉系細胞の培養中、特に、初代培養時には
特徴の不明な細胞集団の増殖を助長する可能性が
高く、多能性を担保する新たな幹細胞同定マー
カーを見いだす必要性を強調されていた。

○Fetal articular cartilage regeneration versus 
adult fibrocartilaginous repair ‒ the key to 
cartilage regeneration? 
Florien Jenner (University of Veterinary Medicine 
Vienna, Austria)
　オーストリアのVienna大学のJenner教授は成人
の関節軟骨は自己修復能が制限されているが、胎
子の関節軟骨は再生されることの相違に注目し、
そのメカニズムの基盤となるタンパク質について
研究されている。本講演では、羊の胎子を用いた研
究から、成熟した軟骨細胞と未熟な胎子の軟骨細
胞とでは（i）免疫応答と炎症に関連するタンパク
質、（ii）軟骨組織と軟骨発達に特異的なタンパク
質、および（iii）細胞増殖と増殖に関与するタンパ
ク質の制御に差があることを報告して頂いた。

○Differences between species may limit the 
use of serum-free media across species- a 
lesson from the horse
Walter Brehm (University of Leipzig, Faculty of 
Veterinary Medicine, Department for Horses, 
Leipzig, Germany)
　ライプチヒ大学のBrehm教授はドイツのウマの
再生医療を牽引されている著名な教授である。ヒ
トの幹細胞の培養時には動物由来の病原の混入の
リスクを低下させるために無血清培地が使用され
ている。しかし、Brehm教授はこのヒトの幹細胞用
の無血清培地をウマの幹細胞の培養に用いるとウ
マ幹細胞の表面抗原の発現に大きな影響を及ぼす
ために、ウマ幹細胞にとって適切な培地選択とは
言えないことを報告して頂いた。

　以下に、私の発表した内容について記す。

○腱組織内に移植されたウマ骨髄由来間葉系幹細
胞の動向

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマの屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効果の
さらなる向上を図るため、本研究では「移植された
幹細胞が腱組織に定着・生存しているのか？」とい
う基本的な疑問の解明に取り組んだ。また、「急性
期と慢性期のどちらの病態で移植することが良い
のか？」について幹細胞の定着性という観点から
検討した。
　屈腱炎の自然発症例14頭と外科的に作製した
腱損傷モデル馬6頭を用いた。急性期（自然発症例
10頭とモデル馬4頭）あるいは瘢痕組織を有する
慢性期（自然発症例4頭とモデル馬2頭）に上記の
標識幹細胞を2 X 107個移植した。移植は超音波検
査下で実施し、急性期の損傷組織あるいは慢性期
の瘢痕組織内に確実に移植した。移植から1, 3, 7, 
14, 28日後に腱組織を採取し、移植時の超音波動
画で標識細胞が分布していることを確認した部位
を中心に概ね同数の標本（パラフィン切片・凍結切
片）を作製した。また、遺伝子導入済み幹細胞を移
植した例では、蛍光タンパク質に対する抗体を用
いた免疫染色を実施し、“蛍光の消失”を生化学的
にも確認した。移植後の経過日数の異なる腱組織
の間で蛍光を放つ細胞や免疫染色陽性細胞が観察
された位置や標本数を比較することで、移植され
た幹細胞の動向を形態学的に考察した。
　いずれの病態（急性期および慢性期）においても
移植された幹細胞は移植1日後や3日後の腱組織
でも腱内膜を中心に観察され、損傷部の腱束内で
はほとんど認められなかった。また、いずれの標識
法、いずれの病態においても移植3日後までは全
馬において蛍光ならびに免疫染色陽性細胞は腱内
膜を中心に認められたが、7日後には見える部位
や数は極めて僅かとなり、14日後ではほとんど認
められなくなった。
　本成績から、移植された幹細胞は移植3日後か
ら急速に死滅あるいは腱組織外へ流出し、7日後
以降にはほとんど損傷部には存在していないこと
が示唆された。興味深いことは、病態に係わらず移

植直後から幹細胞が腱内膜を中心に存在していた
ことであった。このことから、移植された幹細胞は
腱内膜を経由して腱組織内を縦横に拡散している
と推察され、移植時の超音波動画でもこれを裏付
けるような記録があった。また、急性期の損傷部へ
の移植に比較して瘢痕組織への移植時の超音波動
画では、移植と同時に針穴や組織破綻部から腱周
囲へ流出している例が多かった。このことから、慢
性期での幹細胞移植治療は抗炎症作用を期待する
時期ではないことに加えて、移植時の幹細胞の流
出のリスクが高いことからデメリットが多いと思
われた。

（笠嶋快周）

○ウマ多血小板血漿（PRP）の活性化方法の相違が
トランスフォーミング増殖因子（TGF）‐β1および
血小板由来増殖因子（PDGF）‐BB濃度に与える影
響について

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
　近年ウマ臨床において多血小板血漿（PRP）療法
が普及しつつある。PRPは投与前に活性化処置が
必要であるが、方法としてはPRPに塩化カルシウ
ム（CaCl2）と自家血清を加える方法と凍結融解を
行う方法が多く用いられている。しかしながら、こ
れら活性化方法の違いがPRP中成長因子濃度に与
える影響については報告が少ない。本研究では、そ
れぞれの方法により活性化を行ったPRP中の
TGF-β1およびPDGF-BB濃度をELISAにて定量比
較し、また凍結融解を行う方法については繰り返
し凍結融解を行ったPRP中の両成長因子濃度を同
様に定量比較して、ウマPRP療法において最適な
PRP活性化方法を検討した。
　（実験1）2回遠心法によりウマ自己血由来PRPを
作製し、塩化カルシウム（CaCl2）＋自己血清添加法

（Ca）および１回凍結融解法（Fr）による活性化処理
を行った。Ca＋自己血清添加によってゲル化した
PRPについては、ゲルを遠心して得られた上清お
よびゲル沈渣抽出液について成長因子濃度を測定
後合算し、凍結融解処理したPRPではそのまま濃
度を測定した。（実験2）先の実験同様に作製した
ウマPRPに１回から４回までの凍結融解処理を行
い、遠心後上清中の成長因子濃度を比較した。

　（実験1）において、TGF-β1濃度についてはCaお
よびFrいずれの方法で活性化させても血漿中に比
べ有意な濃度上昇が認められたが、Frと非活性化
PRPとで濃度差がないという不自然な結果を得
た。TGF-β1定量のプロトコルでは酸処理が必要
となるが、酸処理後の塗抹標本を観察した結果、非
活性化PRPおよび凍結融解処理後のPRPで形態が
維持されていた血小板はほとんど崩壊しており、
活性化処理により血小板から放出されるTGF-β1
量を厳密に定量比較することは困難であった。
PDGF-BB濃度は活性化処理により著明に増加した
が、活性化方法の相違による濃度差は認められな
かった。（実験2）凍結融解させたPRP中のTGF-β1
濃度については繰り返し処理を行っても変わらな
かった。一方、PDGF-BB濃度については1回に比べ、
2～4回において有意に増加していたが、2回以上
の凍結融解では濃度は変わらなかった。これらの
ことから、ウマ臨床においてPRP療法を行う場合
は2回凍結融解法が簡便で最適な方法であると考
えられた。

○Beneficial effects of platelet-rich plasma for 
stem cel l  d ifferent iat ion and fibroblast  
activation
Sorina Dinescu (Univers i ty  of  Bucharest ,  
Romania)
　演者らは多血小板血漿（PRP）がもたらす線維芽
細胞や脂肪由来間葉系幹細胞（hASCs）への影響
を、さまざまな実験を行って調査した。まず、実験
の趣旨に対して合意が得られたヒト患者からPRP
を作製し、被験者の年齢カテゴリ別に分類した

（30歳未満、30～60歳、60歳以上）。各PRP中の組
織再生に関わるサイトカイン量およびmiRNA量を
測定し比較した。また、10％PRPを加えた脂肪分化
培地でhASCsを21日間培養し、脂肪分化マーカー
の遺伝子発現とタンパク量をPRPを加えていない
培地で培養したものと比較した。さらに10％PRP
の存在下で線維芽細胞を培養し、コラーゲン産生
量を調査した。
　PRP中サイトカイン濃度を測定して各年齢カテ
ゴリで比較すると、FGF2、VEGF、TGF-β1、IGF-1に
ついて、30歳未満のカテゴリで有意に高い濃度を

示した。また、同様に若年層のカテゴリにおいて、
創傷治癒に関わるmiRNAであるmiR-16、-125b、
-143、-29、-126で有意な高濃度を示した。PRPを
加えた脂肪分化培地でhASCを培養すると形態的
な脂肪分化が抑制され、脂肪分化マーカーの発現
およびタンパク量が低く抑えられていた。10％
PRP存在下で線維芽細胞は活性化し、コラーゲン
遺伝子（col2a1）発現が増加した。これらにより、
PRP中に含有されているサイトカインやmiRNAに
より線維芽細胞の活性が高められていることが示
され、PRPの使用が組織再生に有効な手段である
可能性が示された。
　ヒトPRP研究において含有サイトカイン量を定
量し比較する研究は多いが、miRNA量を調査した
例は少ない。近年、細胞治療において、未分化の細
胞が分泌するエクソソームに関して議論が活発化
している。エクソソーム内には多種のmiRNAが含
まれていて、組織再生に重要な役割を担っている
と言われている。こういったmiRNAがPRPにも多
く含まれていることは注目に値する。あらためて
再生医療におけるPRPの可能性を再認識させられ
る結果であった。

（福田健太郎）

○Tendon Tissue Interfaces-SPARC at the 
Crossroads of Mechanotransduction and AKT/ 
S6K Signaling
Andreas Traweger (Paracelsus Medical University 
Salzburg, Austria)
　腱の再生能力は非常に悪く、腱傷害を適切に治
療することは難しいと考えられている。本演題の
演者らは、腱組織の形成および老化に関連するメ
カニズムを調査することによって、新たな治療法
を発見できるのではないかと考えている。これま
でに、演者らは腱の成長に関連すると考えられる
SPARCという遺伝子に注目し、研究を重ねてきて
おり、加齢に伴うSPARCの減少が、腱組織の特性に
変化を与え、腱細胞が脂肪に分化しやすくなるこ
とを報告してきた。本演題の目的は、SPARCに関す
る詳細な検討を実施するために、SPARCノックア
ウトマウスを作製し、組織学的および生体的な特
徴を評価することである。

　作製したSPARCノックアウトマウス(- / -)を組
織学的に解析した結果、正常マウスと比較して、出
生後のアキレス腱の成長および骨化が遅く、腱と
骨の接合部分が生体力学的に劣っていた。また、筋
と腱の移行部分が有意に短く、同部に脂肪の浸潤
が認められていた。また、トレッドミルを用いた走
行実験によって生体的な特徴を評価した結果、
SPARCノックアウトマウスは正常マウスよりも腱
断裂の割合が高かった。
　以上のことから、演者らは、SPARCは腱傷害に関
連する重要な遺伝子の一つであり、このノックア
ウトマウスを用いた研究が新たな治療法を検討す
る上で有用であると考えている。
　演者らによると、SPARC遺伝子のSNPを有する
ヒトには、肩の腱板断裂が多いことが既に明らか
になっているとのことであった。ウマにおいて、こ
うしたSPARCの異常と腱傷害に関連があるかどう
か質問したところ、「ウマを用いた研究は全くされ
ておらず、不明であるものの、腱の成長に関連する
遺伝子の一つとしてSPARCが重要な役割を果たし
ていることは間違いないと考えられる」、という回
答が得られた。ウマ浅屈腱炎の発症要因の一つに
遺伝的要素があるため、本演題の内容は非常に興
味深く感じられた。ウマ臨床においても重要なヒ
ントが得られる可能性があるため、今後の研究発
展を期待したい。

○ウマ獣医療におけるゼラチンマイクロスフィア
と混合培養した幹細胞凝集体の腱損傷に対する再
生医療

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】ウマ獣医療において、腱損傷部に対する
間葉系幹細胞(MSC)の移植は有望な治療法の一つ
である。近年、ゼラチンハイドロゲルマイクロス
フィア(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機
能が高まることが報告されている。我々は、細胞凝
集体の移植によって、細胞治療効果が高まると考
えている。本研究では、GMSと混合培養した細胞凝
集体と細胞だけで作製した細胞凝集体の生存性、
ならびに、GMSと混合培養した細胞凝集体から得
られた培養上清と、細胞だけで作製した細胞凝集
体から得られた培養上清を用いて、それぞれの腱

細胞に対する増殖効果を比較した。加えて、GMSと
混合培養した細胞凝集体の臨床応用を検討するた
めに、細胞凝集体を移植した腱組織内における
MSCの分布を組織学的に評価した。
　【方法】1.腱組織への移植に適した細胞凝集体を
作製するために、GMS (0、100、300、および 500)
とMSC (1 × 104、5 × 104、および1 × 105)の数量
を複数段階で組み合わせ、96ウェルプレートを用
いて細胞凝集体を作製した。培養14日後に細胞凝
集体の直径と細胞生存性を評価した。2.GMSと混
合培養した細胞凝集体の培養上清とMSCのみで作
製した細胞凝集体の培養上清を用いて、ウマ腱由
来細胞を培養した。その後、MTSアッセイを用い
て、腱細胞の増殖効果を評価した。3.GMSと混合培
養した細胞凝集体または平面培養したMSCをそれ
ぞれ前肢対側腱に投与し、移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した
　【結果】1.細胞凝集体の直径はGMS数に応じて大
きくなった。細胞活性はMSC数とGMS数の組み合
わせによって変化したが、最も高い細胞活性が認

められたのは細胞数が1 ×104、GMSが500個のと
きであった。2.腱細胞の増殖効果が高かったのは、
MSCのみで作製した細胞凝集体の培養上清の場合
よりもGMSと混合培養した細胞凝集体の培養上清
を用いた場合であった。3.移植7日後においてMSC
が多く観察されたのは、平面培養したMSCを移植
した腱よりも、細胞凝集体を移植した腱のほうで
あった。
　【考察】GMSは凝集体内部の酸素濃度を高くする
と考えられ、細胞凝集体におけるMSCの生存性向
上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に関与
する何らかの生理活性物質のパラクライン効果
は、細胞だけで作製した細胞凝集体よりもGMSと
混合培養した細胞凝集体のほうがおそらく高かっ
たのであろう。移植に適した細胞濃度とGMS数量
の関係をさらに検討する必要があるが、GMSと混
合培養した細胞凝集体は、腱内におけるMSCの生
存期間を延長させ、細胞治療効果を向上させる可
能性が示唆された。

(田村周久)
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　第5回Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society World Congress 
(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会　世界会
議)は「Integration of Industry, Government, and 
Academia for Regenerative Medicine」をテーマ
に、京都府の京都国際会館で平成30年9月4日から
7日まで開催された。TERMISは、再生医療とその実
現に必要不可欠な組織工学を結びつけるために
2005年に創設された国際的な学術組織である。日
本で開催された今大会においても、世界各国から
多種多様な研究者や関連企業が参加し、様々な分
野のシンポジウム、セッション、企業展示および演
題発表(口頭発表700題以上、ポスター発表1600題
以上)があった。以下にその概要を報告する。
　今回の「国際組織工学・再生医療学会世界会議
2018̶京都」では、開催の1年前からLoca l  
Advisory Board (Local Organizing Committee) を
委嘱され、シンポジウムおよび演題の選考から参
画してきました。また、欧米の獣医再生医療を研究
している友人たちとも1年以上前からディスカッ
ションを重ね、シンポジウムの開催を企画してき
ました。我々が開催したシンポジウム名は ‘One 
Health’ - Translational regenerative medicine in 
the veterinary sector（Chairs: Iris Ribitsch, 
Yoshinori Kasashima）で、本世界会議の参加者の
ほとんどは医学・工学研究者ということもあって、
獣医学から得られた再生医療技術を医学に活用し
ましょうというコンセプトで企画し、以下のシン
ポジストに講演を依頼しました。

○Scaffold-mediated repair of tendon injuries in 
large animal models that mimic human tendon 
disease ‒ the good, the bad and the ugly 
Roger K.W. Smith (Dept of Clinical Sciences and 
Services, The Royal Veterinary College, London. 
UK)
　本シンポジウムのキーノートスピーカーはウマ
の腱の再生医療に関する研究で世界的に著名な英
国王立獣医科大学のSmith教授に依頼しました。
Smith教授は私の学位取得時のアドバイザーの一
人になって頂いた経緯から、今日まで15年以上の
公私にわたるお付き合いをさせて頂いている。本
講演では、先生が世界各国の医師と共同で行われ
ている数多くの大動物（ウマ・羊・豚）を用いた腱や
靱帯の再生医療に関する研究について紹介して頂
いた。

○How long do implanted mesenchymal stem 
cell exist at injury site in tendon tissue ? : a cell 
tracking study 
Yoshinori  Kasashima (Cl inical  Veterinary 
Medicine Division, Equine Research Institute of 
Japan Racing Association, Tochigi, Japan) 
　私からは腱に移植した幹細胞の追跡研究につい
て紹介しました（詳細は後述の要旨を参照）。

○MSC Therapy for Osteoarthritis: Status and 
Obstacles 
Frank Barry (Regenerative Medicine Institute, 
National University of Ireland Galway, Ireland)

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

　アイルランドの国立再生医療研究所のBarry教
授はお互いにHavemeyerの獣医再生医療シンポジ
ウムに招聘されたことで知り合えた、著名な研究
者である。Barry教授からは人での関節炎への応用
が間近にきている骨髄由来間葉系細胞についてお
話を頂いた。自家細胞でも他家細胞であっても、骨
髄由来間葉系細胞の培養中、特に、初代培養時には
特徴の不明な細胞集団の増殖を助長する可能性が
高く、多能性を担保する新たな幹細胞同定マー
カーを見いだす必要性を強調されていた。

○Fetal articular cartilage regeneration versus 
adult fibrocartilaginous repair ‒ the key to 
cartilage regeneration? 
Florien Jenner (University of Veterinary Medicine 
Vienna, Austria)
　オーストリアのVienna大学のJenner教授は成人
の関節軟骨は自己修復能が制限されているが、胎
子の関節軟骨は再生されることの相違に注目し、
そのメカニズムの基盤となるタンパク質について
研究されている。本講演では、羊の胎子を用いた研
究から、成熟した軟骨細胞と未熟な胎子の軟骨細
胞とでは（i）免疫応答と炎症に関連するタンパク
質、（ii）軟骨組織と軟骨発達に特異的なタンパク
質、および（iii）細胞増殖と増殖に関与するタンパ
ク質の制御に差があることを報告して頂いた。

○Differences between species may limit the 
use of serum-free media across species- a 
lesson from the horse
Walter Brehm (University of Leipzig, Faculty of 
Veterinary Medicine, Department for Horses, 
Leipzig, Germany)
　ライプチヒ大学のBrehm教授はドイツのウマの
再生医療を牽引されている著名な教授である。ヒ
トの幹細胞の培養時には動物由来の病原の混入の
リスクを低下させるために無血清培地が使用され
ている。しかし、Brehm教授はこのヒトの幹細胞用
の無血清培地をウマの幹細胞の培養に用いるとウ
マ幹細胞の表面抗原の発現に大きな影響を及ぼす
ために、ウマ幹細胞にとって適切な培地選択とは
言えないことを報告して頂いた。

　以下に、私の発表した内容について記す。

○腱組織内に移植されたウマ骨髄由来間葉系幹細
胞の動向

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマの屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効果の
さらなる向上を図るため、本研究では「移植された
幹細胞が腱組織に定着・生存しているのか？」とい
う基本的な疑問の解明に取り組んだ。また、「急性
期と慢性期のどちらの病態で移植することが良い
のか？」について幹細胞の定着性という観点から
検討した。
　屈腱炎の自然発症例14頭と外科的に作製した
腱損傷モデル馬6頭を用いた。急性期（自然発症例
10頭とモデル馬4頭）あるいは瘢痕組織を有する
慢性期（自然発症例4頭とモデル馬2頭）に上記の
標識幹細胞を2 X 107個移植した。移植は超音波検
査下で実施し、急性期の損傷組織あるいは慢性期
の瘢痕組織内に確実に移植した。移植から1, 3, 7, 
14, 28日後に腱組織を採取し、移植時の超音波動
画で標識細胞が分布していることを確認した部位
を中心に概ね同数の標本（パラフィン切片・凍結切
片）を作製した。また、遺伝子導入済み幹細胞を移
植した例では、蛍光タンパク質に対する抗体を用
いた免疫染色を実施し、“蛍光の消失”を生化学的
にも確認した。移植後の経過日数の異なる腱組織
の間で蛍光を放つ細胞や免疫染色陽性細胞が観察
された位置や標本数を比較することで、移植され
た幹細胞の動向を形態学的に考察した。
　いずれの病態（急性期および慢性期）においても
移植された幹細胞は移植1日後や3日後の腱組織
でも腱内膜を中心に観察され、損傷部の腱束内で
はほとんど認められなかった。また、いずれの標識
法、いずれの病態においても移植3日後までは全
馬において蛍光ならびに免疫染色陽性細胞は腱内
膜を中心に認められたが、7日後には見える部位
や数は極めて僅かとなり、14日後ではほとんど認
められなくなった。
　本成績から、移植された幹細胞は移植3日後か
ら急速に死滅あるいは腱組織外へ流出し、7日後
以降にはほとんど損傷部には存在していないこと
が示唆された。興味深いことは、病態に係わらず移

植直後から幹細胞が腱内膜を中心に存在していた
ことであった。このことから、移植された幹細胞は
腱内膜を経由して腱組織内を縦横に拡散している
と推察され、移植時の超音波動画でもこれを裏付
けるような記録があった。また、急性期の損傷部へ
の移植に比較して瘢痕組織への移植時の超音波動
画では、移植と同時に針穴や組織破綻部から腱周
囲へ流出している例が多かった。このことから、慢
性期での幹細胞移植治療は抗炎症作用を期待する
時期ではないことに加えて、移植時の幹細胞の流
出のリスクが高いことからデメリットが多いと思
われた。

（笠嶋快周）

○ウマ多血小板血漿（PRP）の活性化方法の相違が
トランスフォーミング増殖因子（TGF）‐β1および
血小板由来増殖因子（PDGF）‐BB濃度に与える影
響について

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
　近年ウマ臨床において多血小板血漿（PRP）療法
が普及しつつある。PRPは投与前に活性化処置が
必要であるが、方法としてはPRPに塩化カルシウ
ム（CaCl2）と自家血清を加える方法と凍結融解を
行う方法が多く用いられている。しかしながら、こ
れら活性化方法の違いがPRP中成長因子濃度に与
える影響については報告が少ない。本研究では、そ
れぞれの方法により活性化を行ったPRP中の
TGF-β1およびPDGF-BB濃度をELISAにて定量比
較し、また凍結融解を行う方法については繰り返
し凍結融解を行ったPRP中の両成長因子濃度を同
様に定量比較して、ウマPRP療法において最適な
PRP活性化方法を検討した。
　（実験1）2回遠心法によりウマ自己血由来PRPを
作製し、塩化カルシウム（CaCl2）＋自己血清添加法

（Ca）および１回凍結融解法（Fr）による活性化処理
を行った。Ca＋自己血清添加によってゲル化した
PRPについては、ゲルを遠心して得られた上清お
よびゲル沈渣抽出液について成長因子濃度を測定
後合算し、凍結融解処理したPRPではそのまま濃
度を測定した。（実験2）先の実験同様に作製した
ウマPRPに１回から４回までの凍結融解処理を行
い、遠心後上清中の成長因子濃度を比較した。

　（実験1）において、TGF-β1濃度についてはCaお
よびFrいずれの方法で活性化させても血漿中に比
べ有意な濃度上昇が認められたが、Frと非活性化
PRPとで濃度差がないという不自然な結果を得
た。TGF-β1定量のプロトコルでは酸処理が必要
となるが、酸処理後の塗抹標本を観察した結果、非
活性化PRPおよび凍結融解処理後のPRPで形態が
維持されていた血小板はほとんど崩壊しており、
活性化処理により血小板から放出されるTGF-β1
量を厳密に定量比較することは困難であった。
PDGF-BB濃度は活性化処理により著明に増加した
が、活性化方法の相違による濃度差は認められな
かった。（実験2）凍結融解させたPRP中のTGF-β1
濃度については繰り返し処理を行っても変わらな
かった。一方、PDGF-BB濃度については1回に比べ、
2～4回において有意に増加していたが、2回以上
の凍結融解では濃度は変わらなかった。これらの
ことから、ウマ臨床においてPRP療法を行う場合
は2回凍結融解法が簡便で最適な方法であると考
えられた。

○Beneficial effects of platelet-rich plasma for 
stem cel l  d ifferent iat ion and fibroblast  
activation
Sorina Dinescu (Univers i ty  of  Bucharest ,  
Romania)
　演者らは多血小板血漿（PRP）がもたらす線維芽
細胞や脂肪由来間葉系幹細胞（hASCs）への影響
を、さまざまな実験を行って調査した。まず、実験
の趣旨に対して合意が得られたヒト患者からPRP
を作製し、被験者の年齢カテゴリ別に分類した

（30歳未満、30～60歳、60歳以上）。各PRP中の組
織再生に関わるサイトカイン量およびmiRNA量を
測定し比較した。また、10％PRPを加えた脂肪分化
培地でhASCsを21日間培養し、脂肪分化マーカー
の遺伝子発現とタンパク量をPRPを加えていない
培地で培養したものと比較した。さらに10％PRP
の存在下で線維芽細胞を培養し、コラーゲン産生
量を調査した。
　PRP中サイトカイン濃度を測定して各年齢カテ
ゴリで比較すると、FGF2、VEGF、TGF-β1、IGF-1に
ついて、30歳未満のカテゴリで有意に高い濃度を

示した。また、同様に若年層のカテゴリにおいて、
創傷治癒に関わるmiRNAであるmiR-16、-125b、
-143、-29、-126で有意な高濃度を示した。PRPを
加えた脂肪分化培地でhASCを培養すると形態的
な脂肪分化が抑制され、脂肪分化マーカーの発現
およびタンパク量が低く抑えられていた。10％
PRP存在下で線維芽細胞は活性化し、コラーゲン
遺伝子（col2a1）発現が増加した。これらにより、
PRP中に含有されているサイトカインやmiRNAに
より線維芽細胞の活性が高められていることが示
され、PRPの使用が組織再生に有効な手段である
可能性が示された。
　ヒトPRP研究において含有サイトカイン量を定
量し比較する研究は多いが、miRNA量を調査した
例は少ない。近年、細胞治療において、未分化の細
胞が分泌するエクソソームに関して議論が活発化
している。エクソソーム内には多種のmiRNAが含
まれていて、組織再生に重要な役割を担っている
と言われている。こういったmiRNAがPRPにも多
く含まれていることは注目に値する。あらためて
再生医療におけるPRPの可能性を再認識させられ
る結果であった。

（福田健太郎）

○Tendon Tissue Interfaces-SPARC at the 
Crossroads of Mechanotransduction and AKT/ 
S6K Signaling
Andreas Traweger (Paracelsus Medical University 
Salzburg, Austria)
　腱の再生能力は非常に悪く、腱傷害を適切に治
療することは難しいと考えられている。本演題の
演者らは、腱組織の形成および老化に関連するメ
カニズムを調査することによって、新たな治療法
を発見できるのではないかと考えている。これま
でに、演者らは腱の成長に関連すると考えられる
SPARCという遺伝子に注目し、研究を重ねてきて
おり、加齢に伴うSPARCの減少が、腱組織の特性に
変化を与え、腱細胞が脂肪に分化しやすくなるこ
とを報告してきた。本演題の目的は、SPARCに関す
る詳細な検討を実施するために、SPARCノックア
ウトマウスを作製し、組織学的および生体的な特
徴を評価することである。

　作製したSPARCノックアウトマウス(- / -)を組
織学的に解析した結果、正常マウスと比較して、出
生後のアキレス腱の成長および骨化が遅く、腱と
骨の接合部分が生体力学的に劣っていた。また、筋
と腱の移行部分が有意に短く、同部に脂肪の浸潤
が認められていた。また、トレッドミルを用いた走
行実験によって生体的な特徴を評価した結果、
SPARCノックアウトマウスは正常マウスよりも腱
断裂の割合が高かった。
　以上のことから、演者らは、SPARCは腱傷害に関
連する重要な遺伝子の一つであり、このノックア
ウトマウスを用いた研究が新たな治療法を検討す
る上で有用であると考えている。
　演者らによると、SPARC遺伝子のSNPを有する
ヒトには、肩の腱板断裂が多いことが既に明らか
になっているとのことであった。ウマにおいて、こ
うしたSPARCの異常と腱傷害に関連があるかどう
か質問したところ、「ウマを用いた研究は全くされ
ておらず、不明であるものの、腱の成長に関連する
遺伝子の一つとしてSPARCが重要な役割を果たし
ていることは間違いないと考えられる」、という回
答が得られた。ウマ浅屈腱炎の発症要因の一つに
遺伝的要素があるため、本演題の内容は非常に興
味深く感じられた。ウマ臨床においても重要なヒ
ントが得られる可能性があるため、今後の研究発
展を期待したい。

○ウマ獣医療におけるゼラチンマイクロスフィア
と混合培養した幹細胞凝集体の腱損傷に対する再
生医療

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】ウマ獣医療において、腱損傷部に対する
間葉系幹細胞(MSC)の移植は有望な治療法の一つ
である。近年、ゼラチンハイドロゲルマイクロス
フィア(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機
能が高まることが報告されている。我々は、細胞凝
集体の移植によって、細胞治療効果が高まると考
えている。本研究では、GMSと混合培養した細胞凝
集体と細胞だけで作製した細胞凝集体の生存性、
ならびに、GMSと混合培養した細胞凝集体から得
られた培養上清と、細胞だけで作製した細胞凝集
体から得られた培養上清を用いて、それぞれの腱

細胞に対する増殖効果を比較した。加えて、GMSと
混合培養した細胞凝集体の臨床応用を検討するた
めに、細胞凝集体を移植した腱組織内における
MSCの分布を組織学的に評価した。
　【方法】1.腱組織への移植に適した細胞凝集体を
作製するために、GMS (0、100、300、および 500)
とMSC (1 × 104、5 × 104、および1 × 105)の数量
を複数段階で組み合わせ、96ウェルプレートを用
いて細胞凝集体を作製した。培養14日後に細胞凝
集体の直径と細胞生存性を評価した。2.GMSと混
合培養した細胞凝集体の培養上清とMSCのみで作
製した細胞凝集体の培養上清を用いて、ウマ腱由
来細胞を培養した。その後、MTSアッセイを用い
て、腱細胞の増殖効果を評価した。3.GMSと混合培
養した細胞凝集体または平面培養したMSCをそれ
ぞれ前肢対側腱に投与し、移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した
　【結果】1.細胞凝集体の直径はGMS数に応じて大
きくなった。細胞活性はMSC数とGMS数の組み合
わせによって変化したが、最も高い細胞活性が認

められたのは細胞数が1 ×104、GMSが500個のと
きであった。2.腱細胞の増殖効果が高かったのは、
MSCのみで作製した細胞凝集体の培養上清の場合
よりもGMSと混合培養した細胞凝集体の培養上清
を用いた場合であった。3.移植7日後においてMSC
が多く観察されたのは、平面培養したMSCを移植
した腱よりも、細胞凝集体を移植した腱のほうで
あった。
　【考察】GMSは凝集体内部の酸素濃度を高くする
と考えられ、細胞凝集体におけるMSCの生存性向
上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に関与
する何らかの生理活性物質のパラクライン効果
は、細胞だけで作製した細胞凝集体よりもGMSと
混合培養した細胞凝集体のほうがおそらく高かっ
たのであろう。移植に適した細胞濃度とGMS数量
の関係をさらに検討する必要があるが、GMSと混
合培養した細胞凝集体は、腱内におけるMSCの生
存期間を延長させ、細胞治療効果を向上させる可
能性が示唆された。

(田村周久)
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　第5回Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society World Congress 
(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会　世界会
議)は「Integration of Industry, Government, and 
Academia for Regenerative Medicine」をテーマ
に、京都府の京都国際会館で平成30年9月4日から
7日まで開催された。TERMISは、再生医療とその実
現に必要不可欠な組織工学を結びつけるために
2005年に創設された国際的な学術組織である。日
本で開催された今大会においても、世界各国から
多種多様な研究者や関連企業が参加し、様々な分
野のシンポジウム、セッション、企業展示および演
題発表(口頭発表700題以上、ポスター発表1600題
以上)があった。以下にその概要を報告する。
　今回の「国際組織工学・再生医療学会世界会議
2018̶京都」では、開催の1年前からLoca l  
Advisory Board (Local Organizing Committee) を
委嘱され、シンポジウムおよび演題の選考から参
画してきました。また、欧米の獣医再生医療を研究
している友人たちとも1年以上前からディスカッ
ションを重ね、シンポジウムの開催を企画してき
ました。我々が開催したシンポジウム名は ‘One 
Health’ - Translational regenerative medicine in 
the veterinary sector（Chairs: Iris Ribitsch, 
Yoshinori Kasashima）で、本世界会議の参加者の
ほとんどは医学・工学研究者ということもあって、
獣医学から得られた再生医療技術を医学に活用し
ましょうというコンセプトで企画し、以下のシン
ポジストに講演を依頼しました。

○Scaffold-mediated repair of tendon injuries in 
large animal models that mimic human tendon 
disease ‒ the good, the bad and the ugly 
Roger K.W. Smith (Dept of Clinical Sciences and 
Services, The Royal Veterinary College, London. 
UK)
　本シンポジウムのキーノートスピーカーはウマ
の腱の再生医療に関する研究で世界的に著名な英
国王立獣医科大学のSmith教授に依頼しました。
Smith教授は私の学位取得時のアドバイザーの一
人になって頂いた経緯から、今日まで15年以上の
公私にわたるお付き合いをさせて頂いている。本
講演では、先生が世界各国の医師と共同で行われ
ている数多くの大動物（ウマ・羊・豚）を用いた腱や
靱帯の再生医療に関する研究について紹介して頂
いた。

○How long do implanted mesenchymal stem 
cell exist at injury site in tendon tissue ? : a cell 
tracking study 
Yoshinori  Kasashima (Cl inical  Veterinary 
Medicine Division, Equine Research Institute of 
Japan Racing Association, Tochigi, Japan) 
　私からは腱に移植した幹細胞の追跡研究につい
て紹介しました（詳細は後述の要旨を参照）。

○MSC Therapy for Osteoarthritis: Status and 
Obstacles 
Frank Barry (Regenerative Medicine Institute, 
National University of Ireland Galway, Ireland)

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

　アイルランドの国立再生医療研究所のBarry教
授はお互いにHavemeyerの獣医再生医療シンポジ
ウムに招聘されたことで知り合えた、著名な研究
者である。Barry教授からは人での関節炎への応用
が間近にきている骨髄由来間葉系細胞についてお
話を頂いた。自家細胞でも他家細胞であっても、骨
髄由来間葉系細胞の培養中、特に、初代培養時には
特徴の不明な細胞集団の増殖を助長する可能性が
高く、多能性を担保する新たな幹細胞同定マー
カーを見いだす必要性を強調されていた。

○Fetal articular cartilage regeneration versus 
adult fibrocartilaginous repair ‒ the key to 
cartilage regeneration? 
Florien Jenner (University of Veterinary Medicine 
Vienna, Austria)
　オーストリアのVienna大学のJenner教授は成人
の関節軟骨は自己修復能が制限されているが、胎
子の関節軟骨は再生されることの相違に注目し、
そのメカニズムの基盤となるタンパク質について
研究されている。本講演では、羊の胎子を用いた研
究から、成熟した軟骨細胞と未熟な胎子の軟骨細
胞とでは（i）免疫応答と炎症に関連するタンパク
質、（ii）軟骨組織と軟骨発達に特異的なタンパク
質、および（iii）細胞増殖と増殖に関与するタンパ
ク質の制御に差があることを報告して頂いた。

○Differences between species may limit the 
use of serum-free media across species- a 
lesson from the horse
Walter Brehm (University of Leipzig, Faculty of 
Veterinary Medicine, Department for Horses, 
Leipzig, Germany)
　ライプチヒ大学のBrehm教授はドイツのウマの
再生医療を牽引されている著名な教授である。ヒ
トの幹細胞の培養時には動物由来の病原の混入の
リスクを低下させるために無血清培地が使用され
ている。しかし、Brehm教授はこのヒトの幹細胞用
の無血清培地をウマの幹細胞の培養に用いるとウ
マ幹細胞の表面抗原の発現に大きな影響を及ぼす
ために、ウマ幹細胞にとって適切な培地選択とは
言えないことを報告して頂いた。

　以下に、私の発表した内容について記す。

○腱組織内に移植されたウマ骨髄由来間葉系幹細
胞の動向

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマの屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効果の
さらなる向上を図るため、本研究では「移植された
幹細胞が腱組織に定着・生存しているのか？」とい
う基本的な疑問の解明に取り組んだ。また、「急性
期と慢性期のどちらの病態で移植することが良い
のか？」について幹細胞の定着性という観点から
検討した。
　屈腱炎の自然発症例14頭と外科的に作製した
腱損傷モデル馬6頭を用いた。急性期（自然発症例
10頭とモデル馬4頭）あるいは瘢痕組織を有する
慢性期（自然発症例4頭とモデル馬2頭）に上記の
標識幹細胞を2 X 107個移植した。移植は超音波検
査下で実施し、急性期の損傷組織あるいは慢性期
の瘢痕組織内に確実に移植した。移植から1, 3, 7, 
14, 28日後に腱組織を採取し、移植時の超音波動
画で標識細胞が分布していることを確認した部位
を中心に概ね同数の標本（パラフィン切片・凍結切
片）を作製した。また、遺伝子導入済み幹細胞を移
植した例では、蛍光タンパク質に対する抗体を用
いた免疫染色を実施し、“蛍光の消失”を生化学的
にも確認した。移植後の経過日数の異なる腱組織
の間で蛍光を放つ細胞や免疫染色陽性細胞が観察
された位置や標本数を比較することで、移植され
た幹細胞の動向を形態学的に考察した。
　いずれの病態（急性期および慢性期）においても
移植された幹細胞は移植1日後や3日後の腱組織
でも腱内膜を中心に観察され、損傷部の腱束内で
はほとんど認められなかった。また、いずれの標識
法、いずれの病態においても移植3日後までは全
馬において蛍光ならびに免疫染色陽性細胞は腱内
膜を中心に認められたが、7日後には見える部位
や数は極めて僅かとなり、14日後ではほとんど認
められなくなった。
　本成績から、移植された幹細胞は移植3日後か
ら急速に死滅あるいは腱組織外へ流出し、7日後
以降にはほとんど損傷部には存在していないこと
が示唆された。興味深いことは、病態に係わらず移

植直後から幹細胞が腱内膜を中心に存在していた
ことであった。このことから、移植された幹細胞は
腱内膜を経由して腱組織内を縦横に拡散している
と推察され、移植時の超音波動画でもこれを裏付
けるような記録があった。また、急性期の損傷部へ
の移植に比較して瘢痕組織への移植時の超音波動
画では、移植と同時に針穴や組織破綻部から腱周
囲へ流出している例が多かった。このことから、慢
性期での幹細胞移植治療は抗炎症作用を期待する
時期ではないことに加えて、移植時の幹細胞の流
出のリスクが高いことからデメリットが多いと思
われた。

（笠嶋快周）

○ウマ多血小板血漿（PRP）の活性化方法の相違が
トランスフォーミング増殖因子（TGF）‐β1および
血小板由来増殖因子（PDGF）‐BB濃度に与える影
響について

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
　近年ウマ臨床において多血小板血漿（PRP）療法
が普及しつつある。PRPは投与前に活性化処置が
必要であるが、方法としてはPRPに塩化カルシウ
ム（CaCl2）と自家血清を加える方法と凍結融解を
行う方法が多く用いられている。しかしながら、こ
れら活性化方法の違いがPRP中成長因子濃度に与
える影響については報告が少ない。本研究では、そ
れぞれの方法により活性化を行ったPRP中の
TGF-β1およびPDGF-BB濃度をELISAにて定量比
較し、また凍結融解を行う方法については繰り返
し凍結融解を行ったPRP中の両成長因子濃度を同
様に定量比較して、ウマPRP療法において最適な
PRP活性化方法を検討した。
　（実験1）2回遠心法によりウマ自己血由来PRPを
作製し、塩化カルシウム（CaCl2）＋自己血清添加法

（Ca）および１回凍結融解法（Fr）による活性化処理
を行った。Ca＋自己血清添加によってゲル化した
PRPについては、ゲルを遠心して得られた上清お
よびゲル沈渣抽出液について成長因子濃度を測定
後合算し、凍結融解処理したPRPではそのまま濃
度を測定した。（実験2）先の実験同様に作製した
ウマPRPに１回から４回までの凍結融解処理を行
い、遠心後上清中の成長因子濃度を比較した。

　（実験1）において、TGF-β1濃度についてはCaお
よびFrいずれの方法で活性化させても血漿中に比
べ有意な濃度上昇が認められたが、Frと非活性化
PRPとで濃度差がないという不自然な結果を得
た。TGF-β1定量のプロトコルでは酸処理が必要
となるが、酸処理後の塗抹標本を観察した結果、非
活性化PRPおよび凍結融解処理後のPRPで形態が
維持されていた血小板はほとんど崩壊しており、
活性化処理により血小板から放出されるTGF-β1
量を厳密に定量比較することは困難であった。
PDGF-BB濃度は活性化処理により著明に増加した
が、活性化方法の相違による濃度差は認められな
かった。（実験2）凍結融解させたPRP中のTGF-β1
濃度については繰り返し処理を行っても変わらな
かった。一方、PDGF-BB濃度については1回に比べ、
2～4回において有意に増加していたが、2回以上
の凍結融解では濃度は変わらなかった。これらの
ことから、ウマ臨床においてPRP療法を行う場合
は2回凍結融解法が簡便で最適な方法であると考
えられた。

○Beneficial effects of platelet-rich plasma for 
stem cel l  d ifferent iat ion and fibroblast  
activation
Sorina Dinescu (Univers i ty  of  Bucharest ,  
Romania)
　演者らは多血小板血漿（PRP）がもたらす線維芽
細胞や脂肪由来間葉系幹細胞（hASCs）への影響
を、さまざまな実験を行って調査した。まず、実験
の趣旨に対して合意が得られたヒト患者からPRP
を作製し、被験者の年齢カテゴリ別に分類した

（30歳未満、30～60歳、60歳以上）。各PRP中の組
織再生に関わるサイトカイン量およびmiRNA量を
測定し比較した。また、10％PRPを加えた脂肪分化
培地でhASCsを21日間培養し、脂肪分化マーカー
の遺伝子発現とタンパク量をPRPを加えていない
培地で培養したものと比較した。さらに10％PRP
の存在下で線維芽細胞を培養し、コラーゲン産生
量を調査した。
　PRP中サイトカイン濃度を測定して各年齢カテ
ゴリで比較すると、FGF2、VEGF、TGF-β1、IGF-1に
ついて、30歳未満のカテゴリで有意に高い濃度を

示した。また、同様に若年層のカテゴリにおいて、
創傷治癒に関わるmiRNAであるmiR-16、-125b、
-143、-29、-126で有意な高濃度を示した。PRPを
加えた脂肪分化培地でhASCを培養すると形態的
な脂肪分化が抑制され、脂肪分化マーカーの発現
およびタンパク量が低く抑えられていた。10％
PRP存在下で線維芽細胞は活性化し、コラーゲン
遺伝子（col2a1）発現が増加した。これらにより、
PRP中に含有されているサイトカインやmiRNAに
より線維芽細胞の活性が高められていることが示
され、PRPの使用が組織再生に有効な手段である
可能性が示された。
　ヒトPRP研究において含有サイトカイン量を定
量し比較する研究は多いが、miRNA量を調査した
例は少ない。近年、細胞治療において、未分化の細
胞が分泌するエクソソームに関して議論が活発化
している。エクソソーム内には多種のmiRNAが含
まれていて、組織再生に重要な役割を担っている
と言われている。こういったmiRNAがPRPにも多
く含まれていることは注目に値する。あらためて
再生医療におけるPRPの可能性を再認識させられ
る結果であった。

（福田健太郎）

○Tendon Tissue Interfaces-SPARC at the 
Crossroads of Mechanotransduction and AKT/ 
S6K Signaling
Andreas Traweger (Paracelsus Medical University 
Salzburg, Austria)
　腱の再生能力は非常に悪く、腱傷害を適切に治
療することは難しいと考えられている。本演題の
演者らは、腱組織の形成および老化に関連するメ
カニズムを調査することによって、新たな治療法
を発見できるのではないかと考えている。これま
でに、演者らは腱の成長に関連すると考えられる
SPARCという遺伝子に注目し、研究を重ねてきて
おり、加齢に伴うSPARCの減少が、腱組織の特性に
変化を与え、腱細胞が脂肪に分化しやすくなるこ
とを報告してきた。本演題の目的は、SPARCに関す
る詳細な検討を実施するために、SPARCノックア
ウトマウスを作製し、組織学的および生体的な特
徴を評価することである。

　作製したSPARCノックアウトマウス(- / -)を組
織学的に解析した結果、正常マウスと比較して、出
生後のアキレス腱の成長および骨化が遅く、腱と
骨の接合部分が生体力学的に劣っていた。また、筋
と腱の移行部分が有意に短く、同部に脂肪の浸潤
が認められていた。また、トレッドミルを用いた走
行実験によって生体的な特徴を評価した結果、
SPARCノックアウトマウスは正常マウスよりも腱
断裂の割合が高かった。
　以上のことから、演者らは、SPARCは腱傷害に関
連する重要な遺伝子の一つであり、このノックア
ウトマウスを用いた研究が新たな治療法を検討す
る上で有用であると考えている。
　演者らによると、SPARC遺伝子のSNPを有する
ヒトには、肩の腱板断裂が多いことが既に明らか
になっているとのことであった。ウマにおいて、こ
うしたSPARCの異常と腱傷害に関連があるかどう
か質問したところ、「ウマを用いた研究は全くされ
ておらず、不明であるものの、腱の成長に関連する
遺伝子の一つとしてSPARCが重要な役割を果たし
ていることは間違いないと考えられる」、という回
答が得られた。ウマ浅屈腱炎の発症要因の一つに
遺伝的要素があるため、本演題の内容は非常に興
味深く感じられた。ウマ臨床においても重要なヒ
ントが得られる可能性があるため、今後の研究発
展を期待したい。

○ウマ獣医療におけるゼラチンマイクロスフィア
と混合培養した幹細胞凝集体の腱損傷に対する再
生医療

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】ウマ獣医療において、腱損傷部に対する
間葉系幹細胞(MSC)の移植は有望な治療法の一つ
である。近年、ゼラチンハイドロゲルマイクロス
フィア(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機
能が高まることが報告されている。我々は、細胞凝
集体の移植によって、細胞治療効果が高まると考
えている。本研究では、GMSと混合培養した細胞凝
集体と細胞だけで作製した細胞凝集体の生存性、
ならびに、GMSと混合培養した細胞凝集体から得
られた培養上清と、細胞だけで作製した細胞凝集
体から得られた培養上清を用いて、それぞれの腱

細胞に対する増殖効果を比較した。加えて、GMSと
混合培養した細胞凝集体の臨床応用を検討するた
めに、細胞凝集体を移植した腱組織内における
MSCの分布を組織学的に評価した。
　【方法】1.腱組織への移植に適した細胞凝集体を
作製するために、GMS (0、100、300、および 500)
とMSC (1 × 104、5 × 104、および1 × 105)の数量
を複数段階で組み合わせ、96ウェルプレートを用
いて細胞凝集体を作製した。培養14日後に細胞凝
集体の直径と細胞生存性を評価した。2.GMSと混
合培養した細胞凝集体の培養上清とMSCのみで作
製した細胞凝集体の培養上清を用いて、ウマ腱由
来細胞を培養した。その後、MTSアッセイを用い
て、腱細胞の増殖効果を評価した。3.GMSと混合培
養した細胞凝集体または平面培養したMSCをそれ
ぞれ前肢対側腱に投与し、移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した
　【結果】1.細胞凝集体の直径はGMS数に応じて大
きくなった。細胞活性はMSC数とGMS数の組み合
わせによって変化したが、最も高い細胞活性が認

められたのは細胞数が1 ×104、GMSが500個のと
きであった。2.腱細胞の増殖効果が高かったのは、
MSCのみで作製した細胞凝集体の培養上清の場合
よりもGMSと混合培養した細胞凝集体の培養上清
を用いた場合であった。3.移植7日後においてMSC
が多く観察されたのは、平面培養したMSCを移植
した腱よりも、細胞凝集体を移植した腱のほうで
あった。
　【考察】GMSは凝集体内部の酸素濃度を高くする
と考えられ、細胞凝集体におけるMSCの生存性向
上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に関与
する何らかの生理活性物質のパラクライン効果
は、細胞だけで作製した細胞凝集体よりもGMSと
混合培養した細胞凝集体のほうがおそらく高かっ
たのであろう。移植に適した細胞濃度とGMS数量
の関係をさらに検討する必要があるが、GMSと混
合培養した細胞凝集体は、腱内におけるMSCの生
存期間を延長させ、細胞治療効果を向上させる可
能性が示唆された。

(田村周久)
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　第5回Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society World Congress 
(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会　世界会
議)は「Integration of Industry, Government, and 
Academia for Regenerative Medicine」をテーマ
に、京都府の京都国際会館で平成30年9月4日から
7日まで開催された。TERMISは、再生医療とその実
現に必要不可欠な組織工学を結びつけるために
2005年に創設された国際的な学術組織である。日
本で開催された今大会においても、世界各国から
多種多様な研究者や関連企業が参加し、様々な分
野のシンポジウム、セッション、企業展示および演
題発表(口頭発表700題以上、ポスター発表1600題
以上)があった。以下にその概要を報告する。
　今回の「国際組織工学・再生医療学会世界会議
2018̶京都」では、開催の1年前からLoca l  
Advisory Board (Local Organizing Committee) を
委嘱され、シンポジウムおよび演題の選考から参
画してきました。また、欧米の獣医再生医療を研究
している友人たちとも1年以上前からディスカッ
ションを重ね、シンポジウムの開催を企画してき
ました。我々が開催したシンポジウム名は ‘One 
Health’ - Translational regenerative medicine in 
the veterinary sector（Chairs: Iris Ribitsch, 
Yoshinori Kasashima）で、本世界会議の参加者の
ほとんどは医学・工学研究者ということもあって、
獣医学から得られた再生医療技術を医学に活用し
ましょうというコンセプトで企画し、以下のシン
ポジストに講演を依頼しました。

○Scaffold-mediated repair of tendon injuries in 
large animal models that mimic human tendon 
disease ‒ the good, the bad and the ugly 
Roger K.W. Smith (Dept of Clinical Sciences and 
Services, The Royal Veterinary College, London. 
UK)
　本シンポジウムのキーノートスピーカーはウマ
の腱の再生医療に関する研究で世界的に著名な英
国王立獣医科大学のSmith教授に依頼しました。
Smith教授は私の学位取得時のアドバイザーの一
人になって頂いた経緯から、今日まで15年以上の
公私にわたるお付き合いをさせて頂いている。本
講演では、先生が世界各国の医師と共同で行われ
ている数多くの大動物（ウマ・羊・豚）を用いた腱や
靱帯の再生医療に関する研究について紹介して頂
いた。

○How long do implanted mesenchymal stem 
cell exist at injury site in tendon tissue ? : a cell 
tracking study 
Yoshinori  Kasashima (Cl inical  Veterinary 
Medicine Division, Equine Research Institute of 
Japan Racing Association, Tochigi, Japan) 
　私からは腱に移植した幹細胞の追跡研究につい
て紹介しました（詳細は後述の要旨を参照）。

○MSC Therapy for Osteoarthritis: Status and 
Obstacles 
Frank Barry (Regenerative Medicine Institute, 
National University of Ireland Galway, Ireland)

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

　アイルランドの国立再生医療研究所のBarry教
授はお互いにHavemeyerの獣医再生医療シンポジ
ウムに招聘されたことで知り合えた、著名な研究
者である。Barry教授からは人での関節炎への応用
が間近にきている骨髄由来間葉系細胞についてお
話を頂いた。自家細胞でも他家細胞であっても、骨
髄由来間葉系細胞の培養中、特に、初代培養時には
特徴の不明な細胞集団の増殖を助長する可能性が
高く、多能性を担保する新たな幹細胞同定マー
カーを見いだす必要性を強調されていた。

○Fetal articular cartilage regeneration versus 
adult fibrocartilaginous repair ‒ the key to 
cartilage regeneration? 
Florien Jenner (University of Veterinary Medicine 
Vienna, Austria)
　オーストリアのVienna大学のJenner教授は成人
の関節軟骨は自己修復能が制限されているが、胎
子の関節軟骨は再生されることの相違に注目し、
そのメカニズムの基盤となるタンパク質について
研究されている。本講演では、羊の胎子を用いた研
究から、成熟した軟骨細胞と未熟な胎子の軟骨細
胞とでは（i）免疫応答と炎症に関連するタンパク
質、（ii）軟骨組織と軟骨発達に特異的なタンパク
質、および（iii）細胞増殖と増殖に関与するタンパ
ク質の制御に差があることを報告して頂いた。

○Differences between species may limit the 
use of serum-free media across species- a 
lesson from the horse
Walter Brehm (University of Leipzig, Faculty of 
Veterinary Medicine, Department for Horses, 
Leipzig, Germany)
　ライプチヒ大学のBrehm教授はドイツのウマの
再生医療を牽引されている著名な教授である。ヒ
トの幹細胞の培養時には動物由来の病原の混入の
リスクを低下させるために無血清培地が使用され
ている。しかし、Brehm教授はこのヒトの幹細胞用
の無血清培地をウマの幹細胞の培養に用いるとウ
マ幹細胞の表面抗原の発現に大きな影響を及ぼす
ために、ウマ幹細胞にとって適切な培地選択とは
言えないことを報告して頂いた。

　以下に、私の発表した内容について記す。

○腱組織内に移植されたウマ骨髄由来間葉系幹細
胞の動向

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマの屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効果の
さらなる向上を図るため、本研究では「移植された
幹細胞が腱組織に定着・生存しているのか？」とい
う基本的な疑問の解明に取り組んだ。また、「急性
期と慢性期のどちらの病態で移植することが良い
のか？」について幹細胞の定着性という観点から
検討した。
　屈腱炎の自然発症例14頭と外科的に作製した
腱損傷モデル馬6頭を用いた。急性期（自然発症例
10頭とモデル馬4頭）あるいは瘢痕組織を有する
慢性期（自然発症例4頭とモデル馬2頭）に上記の
標識幹細胞を2 X 107個移植した。移植は超音波検
査下で実施し、急性期の損傷組織あるいは慢性期
の瘢痕組織内に確実に移植した。移植から1, 3, 7, 
14, 28日後に腱組織を採取し、移植時の超音波動
画で標識細胞が分布していることを確認した部位
を中心に概ね同数の標本（パラフィン切片・凍結切
片）を作製した。また、遺伝子導入済み幹細胞を移
植した例では、蛍光タンパク質に対する抗体を用
いた免疫染色を実施し、“蛍光の消失”を生化学的
にも確認した。移植後の経過日数の異なる腱組織
の間で蛍光を放つ細胞や免疫染色陽性細胞が観察
された位置や標本数を比較することで、移植され
た幹細胞の動向を形態学的に考察した。
　いずれの病態（急性期および慢性期）においても
移植された幹細胞は移植1日後や3日後の腱組織
でも腱内膜を中心に観察され、損傷部の腱束内で
はほとんど認められなかった。また、いずれの標識
法、いずれの病態においても移植3日後までは全
馬において蛍光ならびに免疫染色陽性細胞は腱内
膜を中心に認められたが、7日後には見える部位
や数は極めて僅かとなり、14日後ではほとんど認
められなくなった。
　本成績から、移植された幹細胞は移植3日後か
ら急速に死滅あるいは腱組織外へ流出し、7日後
以降にはほとんど損傷部には存在していないこと
が示唆された。興味深いことは、病態に係わらず移

植直後から幹細胞が腱内膜を中心に存在していた
ことであった。このことから、移植された幹細胞は
腱内膜を経由して腱組織内を縦横に拡散している
と推察され、移植時の超音波動画でもこれを裏付
けるような記録があった。また、急性期の損傷部へ
の移植に比較して瘢痕組織への移植時の超音波動
画では、移植と同時に針穴や組織破綻部から腱周
囲へ流出している例が多かった。このことから、慢
性期での幹細胞移植治療は抗炎症作用を期待する
時期ではないことに加えて、移植時の幹細胞の流
出のリスクが高いことからデメリットが多いと思
われた。

（笠嶋快周）

○ウマ多血小板血漿（PRP）の活性化方法の相違が
トランスフォーミング増殖因子（TGF）‐β1および
血小板由来増殖因子（PDGF）‐BB濃度に与える影
響について

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
　近年ウマ臨床において多血小板血漿（PRP）療法
が普及しつつある。PRPは投与前に活性化処置が
必要であるが、方法としてはPRPに塩化カルシウ
ム（CaCl2）と自家血清を加える方法と凍結融解を
行う方法が多く用いられている。しかしながら、こ
れら活性化方法の違いがPRP中成長因子濃度に与
える影響については報告が少ない。本研究では、そ
れぞれの方法により活性化を行ったPRP中の
TGF-β1およびPDGF-BB濃度をELISAにて定量比
較し、また凍結融解を行う方法については繰り返
し凍結融解を行ったPRP中の両成長因子濃度を同
様に定量比較して、ウマPRP療法において最適な
PRP活性化方法を検討した。
　（実験1）2回遠心法によりウマ自己血由来PRPを
作製し、塩化カルシウム（CaCl2）＋自己血清添加法

（Ca）および１回凍結融解法（Fr）による活性化処理
を行った。Ca＋自己血清添加によってゲル化した
PRPについては、ゲルを遠心して得られた上清お
よびゲル沈渣抽出液について成長因子濃度を測定
後合算し、凍結融解処理したPRPではそのまま濃
度を測定した。（実験2）先の実験同様に作製した
ウマPRPに１回から４回までの凍結融解処理を行
い、遠心後上清中の成長因子濃度を比較した。

　（実験1）において、TGF-β1濃度についてはCaお
よびFrいずれの方法で活性化させても血漿中に比
べ有意な濃度上昇が認められたが、Frと非活性化
PRPとで濃度差がないという不自然な結果を得
た。TGF-β1定量のプロトコルでは酸処理が必要
となるが、酸処理後の塗抹標本を観察した結果、非
活性化PRPおよび凍結融解処理後のPRPで形態が
維持されていた血小板はほとんど崩壊しており、
活性化処理により血小板から放出されるTGF-β1
量を厳密に定量比較することは困難であった。
PDGF-BB濃度は活性化処理により著明に増加した
が、活性化方法の相違による濃度差は認められな
かった。（実験2）凍結融解させたPRP中のTGF-β1
濃度については繰り返し処理を行っても変わらな
かった。一方、PDGF-BB濃度については1回に比べ、
2～4回において有意に増加していたが、2回以上
の凍結融解では濃度は変わらなかった。これらの
ことから、ウマ臨床においてPRP療法を行う場合
は2回凍結融解法が簡便で最適な方法であると考
えられた。

○Beneficial effects of platelet-rich plasma for 
stem cel l  d ifferent iat ion and fibroblast  
activation
Sorina Dinescu (Univers i ty  of  Bucharest ,  
Romania)
　演者らは多血小板血漿（PRP）がもたらす線維芽
細胞や脂肪由来間葉系幹細胞（hASCs）への影響
を、さまざまな実験を行って調査した。まず、実験
の趣旨に対して合意が得られたヒト患者からPRP
を作製し、被験者の年齢カテゴリ別に分類した

（30歳未満、30～60歳、60歳以上）。各PRP中の組
織再生に関わるサイトカイン量およびmiRNA量を
測定し比較した。また、10％PRPを加えた脂肪分化
培地でhASCsを21日間培養し、脂肪分化マーカー
の遺伝子発現とタンパク量をPRPを加えていない
培地で培養したものと比較した。さらに10％PRP
の存在下で線維芽細胞を培養し、コラーゲン産生
量を調査した。
　PRP中サイトカイン濃度を測定して各年齢カテ
ゴリで比較すると、FGF2、VEGF、TGF-β1、IGF-1に
ついて、30歳未満のカテゴリで有意に高い濃度を

示した。また、同様に若年層のカテゴリにおいて、
創傷治癒に関わるmiRNAであるmiR-16、-125b、
-143、-29、-126で有意な高濃度を示した。PRPを
加えた脂肪分化培地でhASCを培養すると形態的
な脂肪分化が抑制され、脂肪分化マーカーの発現
およびタンパク量が低く抑えられていた。10％
PRP存在下で線維芽細胞は活性化し、コラーゲン
遺伝子（col2a1）発現が増加した。これらにより、
PRP中に含有されているサイトカインやmiRNAに
より線維芽細胞の活性が高められていることが示
され、PRPの使用が組織再生に有効な手段である
可能性が示された。
　ヒトPRP研究において含有サイトカイン量を定
量し比較する研究は多いが、miRNA量を調査した
例は少ない。近年、細胞治療において、未分化の細
胞が分泌するエクソソームに関して議論が活発化
している。エクソソーム内には多種のmiRNAが含
まれていて、組織再生に重要な役割を担っている
と言われている。こういったmiRNAがPRPにも多
く含まれていることは注目に値する。あらためて
再生医療におけるPRPの可能性を再認識させられ
る結果であった。

（福田健太郎）

○Tendon Tissue Interfaces-SPARC at the 
Crossroads of Mechanotransduction and AKT/ 
S6K Signaling
Andreas Traweger (Paracelsus Medical University 
Salzburg, Austria)
　腱の再生能力は非常に悪く、腱傷害を適切に治
療することは難しいと考えられている。本演題の
演者らは、腱組織の形成および老化に関連するメ
カニズムを調査することによって、新たな治療法
を発見できるのではないかと考えている。これま
でに、演者らは腱の成長に関連すると考えられる
SPARCという遺伝子に注目し、研究を重ねてきて
おり、加齢に伴うSPARCの減少が、腱組織の特性に
変化を与え、腱細胞が脂肪に分化しやすくなるこ
とを報告してきた。本演題の目的は、SPARCに関す
る詳細な検討を実施するために、SPARCノックア
ウトマウスを作製し、組織学的および生体的な特
徴を評価することである。

　作製したSPARCノックアウトマウス(- / -)を組
織学的に解析した結果、正常マウスと比較して、出
生後のアキレス腱の成長および骨化が遅く、腱と
骨の接合部分が生体力学的に劣っていた。また、筋
と腱の移行部分が有意に短く、同部に脂肪の浸潤
が認められていた。また、トレッドミルを用いた走
行実験によって生体的な特徴を評価した結果、
SPARCノックアウトマウスは正常マウスよりも腱
断裂の割合が高かった。
　以上のことから、演者らは、SPARCは腱傷害に関
連する重要な遺伝子の一つであり、このノックア
ウトマウスを用いた研究が新たな治療法を検討す
る上で有用であると考えている。
　演者らによると、SPARC遺伝子のSNPを有する
ヒトには、肩の腱板断裂が多いことが既に明らか
になっているとのことであった。ウマにおいて、こ
うしたSPARCの異常と腱傷害に関連があるかどう
か質問したところ、「ウマを用いた研究は全くされ
ておらず、不明であるものの、腱の成長に関連する
遺伝子の一つとしてSPARCが重要な役割を果たし
ていることは間違いないと考えられる」、という回
答が得られた。ウマ浅屈腱炎の発症要因の一つに
遺伝的要素があるため、本演題の内容は非常に興
味深く感じられた。ウマ臨床においても重要なヒ
ントが得られる可能性があるため、今後の研究発
展を期待したい。

○ウマ獣医療におけるゼラチンマイクロスフィア
と混合培養した幹細胞凝集体の腱損傷に対する再
生医療

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】ウマ獣医療において、腱損傷部に対する
間葉系幹細胞(MSC)の移植は有望な治療法の一つ
である。近年、ゼラチンハイドロゲルマイクロス
フィア(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機
能が高まることが報告されている。我々は、細胞凝
集体の移植によって、細胞治療効果が高まると考
えている。本研究では、GMSと混合培養した細胞凝
集体と細胞だけで作製した細胞凝集体の生存性、
ならびに、GMSと混合培養した細胞凝集体から得
られた培養上清と、細胞だけで作製した細胞凝集
体から得られた培養上清を用いて、それぞれの腱

細胞に対する増殖効果を比較した。加えて、GMSと
混合培養した細胞凝集体の臨床応用を検討するた
めに、細胞凝集体を移植した腱組織内における
MSCの分布を組織学的に評価した。
　【方法】1.腱組織への移植に適した細胞凝集体を
作製するために、GMS (0、100、300、および 500)
とMSC (1 × 104、5 × 104、および1 × 105)の数量
を複数段階で組み合わせ、96ウェルプレートを用
いて細胞凝集体を作製した。培養14日後に細胞凝
集体の直径と細胞生存性を評価した。2.GMSと混
合培養した細胞凝集体の培養上清とMSCのみで作
製した細胞凝集体の培養上清を用いて、ウマ腱由
来細胞を培養した。その後、MTSアッセイを用い
て、腱細胞の増殖効果を評価した。3.GMSと混合培
養した細胞凝集体または平面培養したMSCをそれ
ぞれ前肢対側腱に投与し、移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した
　【結果】1.細胞凝集体の直径はGMS数に応じて大
きくなった。細胞活性はMSC数とGMS数の組み合
わせによって変化したが、最も高い細胞活性が認

められたのは細胞数が1 ×104、GMSが500個のと
きであった。2.腱細胞の増殖効果が高かったのは、
MSCのみで作製した細胞凝集体の培養上清の場合
よりもGMSと混合培養した細胞凝集体の培養上清
を用いた場合であった。3.移植7日後においてMSC
が多く観察されたのは、平面培養したMSCを移植
した腱よりも、細胞凝集体を移植した腱のほうで
あった。
　【考察】GMSは凝集体内部の酸素濃度を高くする
と考えられ、細胞凝集体におけるMSCの生存性向
上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に関与
する何らかの生理活性物質のパラクライン効果
は、細胞だけで作製した細胞凝集体よりもGMSと
混合培養した細胞凝集体のほうがおそらく高かっ
たのであろう。移植に適した細胞濃度とGMS数量
の関係をさらに検討する必要があるが、GMSと混
合培養した細胞凝集体は、腱内におけるMSCの生
存期間を延長させ、細胞治療効果を向上させる可
能性が示唆された。

(田村周久)
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　第5回Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society World Congress 
(TERMIS：国際組織工学・再生医療学会　世界会
議)は「Integration of Industry, Government, and 
Academia for Regenerative Medicine」をテーマ
に、京都府の京都国際会館で平成30年9月4日から
7日まで開催された。TERMISは、再生医療とその実
現に必要不可欠な組織工学を結びつけるために
2005年に創設された国際的な学術組織である。日
本で開催された今大会においても、世界各国から
多種多様な研究者や関連企業が参加し、様々な分
野のシンポジウム、セッション、企業展示および演
題発表(口頭発表700題以上、ポスター発表1600題
以上)があった。以下にその概要を報告する。
　今回の「国際組織工学・再生医療学会世界会議
2018̶京都」では、開催の1年前からLoca l  
Advisory Board (Local Organizing Committee) を
委嘱され、シンポジウムおよび演題の選考から参
画してきました。また、欧米の獣医再生医療を研究
している友人たちとも1年以上前からディスカッ
ションを重ね、シンポジウムの開催を企画してき
ました。我々が開催したシンポジウム名は ‘One 
Health’ - Translational regenerative medicine in 
the veterinary sector（Chairs: Iris Ribitsch, 
Yoshinori Kasashima）で、本世界会議の参加者の
ほとんどは医学・工学研究者ということもあって、
獣医学から得られた再生医療技術を医学に活用し
ましょうというコンセプトで企画し、以下のシン
ポジストに講演を依頼しました。

○Scaffold-mediated repair of tendon injuries in 
large animal models that mimic human tendon 
disease ‒ the good, the bad and the ugly 
Roger K.W. Smith (Dept of Clinical Sciences and 
Services, The Royal Veterinary College, London. 
UK)
　本シンポジウムのキーノートスピーカーはウマ
の腱の再生医療に関する研究で世界的に著名な英
国王立獣医科大学のSmith教授に依頼しました。
Smith教授は私の学位取得時のアドバイザーの一
人になって頂いた経緯から、今日まで15年以上の
公私にわたるお付き合いをさせて頂いている。本
講演では、先生が世界各国の医師と共同で行われ
ている数多くの大動物（ウマ・羊・豚）を用いた腱や
靱帯の再生医療に関する研究について紹介して頂
いた。

○How long do implanted mesenchymal stem 
cell exist at injury site in tendon tissue ? : a cell 
tracking study 
Yoshinori  Kasashima (Cl inical  Veterinary 
Medicine Division, Equine Research Institute of 
Japan Racing Association, Tochigi, Japan) 
　私からは腱に移植した幹細胞の追跡研究につい
て紹介しました（詳細は後述の要旨を参照）。

○MSC Therapy for Osteoarthritis: Status and 
Obstacles 
Frank Barry (Regenerative Medicine Institute, 
National University of Ireland Galway, Ireland)

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

　アイルランドの国立再生医療研究所のBarry教
授はお互いにHavemeyerの獣医再生医療シンポジ
ウムに招聘されたことで知り合えた、著名な研究
者である。Barry教授からは人での関節炎への応用
が間近にきている骨髄由来間葉系細胞についてお
話を頂いた。自家細胞でも他家細胞であっても、骨
髄由来間葉系細胞の培養中、特に、初代培養時には
特徴の不明な細胞集団の増殖を助長する可能性が
高く、多能性を担保する新たな幹細胞同定マー
カーを見いだす必要性を強調されていた。

○Fetal articular cartilage regeneration versus 
adult fibrocartilaginous repair ‒ the key to 
cartilage regeneration? 
Florien Jenner (University of Veterinary Medicine 
Vienna, Austria)
　オーストリアのVienna大学のJenner教授は成人
の関節軟骨は自己修復能が制限されているが、胎
子の関節軟骨は再生されることの相違に注目し、
そのメカニズムの基盤となるタンパク質について
研究されている。本講演では、羊の胎子を用いた研
究から、成熟した軟骨細胞と未熟な胎子の軟骨細
胞とでは（i）免疫応答と炎症に関連するタンパク
質、（ii）軟骨組織と軟骨発達に特異的なタンパク
質、および（iii）細胞増殖と増殖に関与するタンパ
ク質の制御に差があることを報告して頂いた。

○Differences between species may limit the 
use of serum-free media across species- a 
lesson from the horse
Walter Brehm (University of Leipzig, Faculty of 
Veterinary Medicine, Department for Horses, 
Leipzig, Germany)
　ライプチヒ大学のBrehm教授はドイツのウマの
再生医療を牽引されている著名な教授である。ヒ
トの幹細胞の培養時には動物由来の病原の混入の
リスクを低下させるために無血清培地が使用され
ている。しかし、Brehm教授はこのヒトの幹細胞用
の無血清培地をウマの幹細胞の培養に用いるとウ
マ幹細胞の表面抗原の発現に大きな影響を及ぼす
ために、ウマ幹細胞にとって適切な培地選択とは
言えないことを報告して頂いた。

　以下に、私の発表した内容について記す。

○腱組織内に移植されたウマ骨髄由来間葉系幹細
胞の動向

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　ウマの屈腱炎に対する幹細胞移植治療の効果の
さらなる向上を図るため、本研究では「移植された
幹細胞が腱組織に定着・生存しているのか？」とい
う基本的な疑問の解明に取り組んだ。また、「急性
期と慢性期のどちらの病態で移植することが良い
のか？」について幹細胞の定着性という観点から
検討した。
　屈腱炎の自然発症例14頭と外科的に作製した
腱損傷モデル馬6頭を用いた。急性期（自然発症例
10頭とモデル馬4頭）あるいは瘢痕組織を有する
慢性期（自然発症例4頭とモデル馬2頭）に上記の
標識幹細胞を2 X 107個移植した。移植は超音波検
査下で実施し、急性期の損傷組織あるいは慢性期
の瘢痕組織内に確実に移植した。移植から1, 3, 7, 
14, 28日後に腱組織を採取し、移植時の超音波動
画で標識細胞が分布していることを確認した部位
を中心に概ね同数の標本（パラフィン切片・凍結切
片）を作製した。また、遺伝子導入済み幹細胞を移
植した例では、蛍光タンパク質に対する抗体を用
いた免疫染色を実施し、“蛍光の消失”を生化学的
にも確認した。移植後の経過日数の異なる腱組織
の間で蛍光を放つ細胞や免疫染色陽性細胞が観察
された位置や標本数を比較することで、移植され
た幹細胞の動向を形態学的に考察した。
　いずれの病態（急性期および慢性期）においても
移植された幹細胞は移植1日後や3日後の腱組織
でも腱内膜を中心に観察され、損傷部の腱束内で
はほとんど認められなかった。また、いずれの標識
法、いずれの病態においても移植3日後までは全
馬において蛍光ならびに免疫染色陽性細胞は腱内
膜を中心に認められたが、7日後には見える部位
や数は極めて僅かとなり、14日後ではほとんど認
められなくなった。
　本成績から、移植された幹細胞は移植3日後か
ら急速に死滅あるいは腱組織外へ流出し、7日後
以降にはほとんど損傷部には存在していないこと
が示唆された。興味深いことは、病態に係わらず移

植直後から幹細胞が腱内膜を中心に存在していた
ことであった。このことから、移植された幹細胞は
腱内膜を経由して腱組織内を縦横に拡散している
と推察され、移植時の超音波動画でもこれを裏付
けるような記録があった。また、急性期の損傷部へ
の移植に比較して瘢痕組織への移植時の超音波動
画では、移植と同時に針穴や組織破綻部から腱周
囲へ流出している例が多かった。このことから、慢
性期での幹細胞移植治療は抗炎症作用を期待する
時期ではないことに加えて、移植時の幹細胞の流
出のリスクが高いことからデメリットが多いと思
われた。

（笠嶋快周）

○ウマ多血小板血漿（PRP）の活性化方法の相違が
トランスフォーミング増殖因子（TGF）‐β1および
血小板由来増殖因子（PDGF）‐BB濃度に与える影
響について

福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）
　近年ウマ臨床において多血小板血漿（PRP）療法
が普及しつつある。PRPは投与前に活性化処置が
必要であるが、方法としてはPRPに塩化カルシウ
ム（CaCl2）と自家血清を加える方法と凍結融解を
行う方法が多く用いられている。しかしながら、こ
れら活性化方法の違いがPRP中成長因子濃度に与
える影響については報告が少ない。本研究では、そ
れぞれの方法により活性化を行ったPRP中の
TGF-β1およびPDGF-BB濃度をELISAにて定量比
較し、また凍結融解を行う方法については繰り返
し凍結融解を行ったPRP中の両成長因子濃度を同
様に定量比較して、ウマPRP療法において最適な
PRP活性化方法を検討した。
　（実験1）2回遠心法によりウマ自己血由来PRPを
作製し、塩化カルシウム（CaCl2）＋自己血清添加法

（Ca）および１回凍結融解法（Fr）による活性化処理
を行った。Ca＋自己血清添加によってゲル化した
PRPについては、ゲルを遠心して得られた上清お
よびゲル沈渣抽出液について成長因子濃度を測定
後合算し、凍結融解処理したPRPではそのまま濃
度を測定した。（実験2）先の実験同様に作製した
ウマPRPに１回から４回までの凍結融解処理を行
い、遠心後上清中の成長因子濃度を比較した。

　（実験1）において、TGF-β1濃度についてはCaお
よびFrいずれの方法で活性化させても血漿中に比
べ有意な濃度上昇が認められたが、Frと非活性化
PRPとで濃度差がないという不自然な結果を得
た。TGF-β1定量のプロトコルでは酸処理が必要
となるが、酸処理後の塗抹標本を観察した結果、非
活性化PRPおよび凍結融解処理後のPRPで形態が
維持されていた血小板はほとんど崩壊しており、
活性化処理により血小板から放出されるTGF-β1
量を厳密に定量比較することは困難であった。
PDGF-BB濃度は活性化処理により著明に増加した
が、活性化方法の相違による濃度差は認められな
かった。（実験2）凍結融解させたPRP中のTGF-β1
濃度については繰り返し処理を行っても変わらな
かった。一方、PDGF-BB濃度については1回に比べ、
2～4回において有意に増加していたが、2回以上
の凍結融解では濃度は変わらなかった。これらの
ことから、ウマ臨床においてPRP療法を行う場合
は2回凍結融解法が簡便で最適な方法であると考
えられた。

○Beneficial effects of platelet-rich plasma for 
stem cel l  d ifferent iat ion and fibroblast  
activation
Sorina Dinescu (Univers i ty  of  Bucharest ,  
Romania)
　演者らは多血小板血漿（PRP）がもたらす線維芽
細胞や脂肪由来間葉系幹細胞（hASCs）への影響
を、さまざまな実験を行って調査した。まず、実験
の趣旨に対して合意が得られたヒト患者からPRP
を作製し、被験者の年齢カテゴリ別に分類した

（30歳未満、30～60歳、60歳以上）。各PRP中の組
織再生に関わるサイトカイン量およびmiRNA量を
測定し比較した。また、10％PRPを加えた脂肪分化
培地でhASCsを21日間培養し、脂肪分化マーカー
の遺伝子発現とタンパク量をPRPを加えていない
培地で培養したものと比較した。さらに10％PRP
の存在下で線維芽細胞を培養し、コラーゲン産生
量を調査した。
　PRP中サイトカイン濃度を測定して各年齢カテ
ゴリで比較すると、FGF2、VEGF、TGF-β1、IGF-1に
ついて、30歳未満のカテゴリで有意に高い濃度を

示した。また、同様に若年層のカテゴリにおいて、
創傷治癒に関わるmiRNAであるmiR-16、-125b、
-143、-29、-126で有意な高濃度を示した。PRPを
加えた脂肪分化培地でhASCを培養すると形態的
な脂肪分化が抑制され、脂肪分化マーカーの発現
およびタンパク量が低く抑えられていた。10％
PRP存在下で線維芽細胞は活性化し、コラーゲン
遺伝子（col2a1）発現が増加した。これらにより、
PRP中に含有されているサイトカインやmiRNAに
より線維芽細胞の活性が高められていることが示
され、PRPの使用が組織再生に有効な手段である
可能性が示された。
　ヒトPRP研究において含有サイトカイン量を定
量し比較する研究は多いが、miRNA量を調査した
例は少ない。近年、細胞治療において、未分化の細
胞が分泌するエクソソームに関して議論が活発化
している。エクソソーム内には多種のmiRNAが含
まれていて、組織再生に重要な役割を担っている
と言われている。こういったmiRNAがPRPにも多
く含まれていることは注目に値する。あらためて
再生医療におけるPRPの可能性を再認識させられ
る結果であった。

（福田健太郎）

○Tendon Tissue Interfaces-SPARC at the 
Crossroads of Mechanotransduction and AKT/ 
S6K Signaling
Andreas Traweger (Paracelsus Medical University 
Salzburg, Austria)
　腱の再生能力は非常に悪く、腱傷害を適切に治
療することは難しいと考えられている。本演題の
演者らは、腱組織の形成および老化に関連するメ
カニズムを調査することによって、新たな治療法
を発見できるのではないかと考えている。これま
でに、演者らは腱の成長に関連すると考えられる
SPARCという遺伝子に注目し、研究を重ねてきて
おり、加齢に伴うSPARCの減少が、腱組織の特性に
変化を与え、腱細胞が脂肪に分化しやすくなるこ
とを報告してきた。本演題の目的は、SPARCに関す
る詳細な検討を実施するために、SPARCノックア
ウトマウスを作製し、組織学的および生体的な特
徴を評価することである。

　作製したSPARCノックアウトマウス(- / -)を組
織学的に解析した結果、正常マウスと比較して、出
生後のアキレス腱の成長および骨化が遅く、腱と
骨の接合部分が生体力学的に劣っていた。また、筋
と腱の移行部分が有意に短く、同部に脂肪の浸潤
が認められていた。また、トレッドミルを用いた走
行実験によって生体的な特徴を評価した結果、
SPARCノックアウトマウスは正常マウスよりも腱
断裂の割合が高かった。
　以上のことから、演者らは、SPARCは腱傷害に関
連する重要な遺伝子の一つであり、このノックア
ウトマウスを用いた研究が新たな治療法を検討す
る上で有用であると考えている。
　演者らによると、SPARC遺伝子のSNPを有する
ヒトには、肩の腱板断裂が多いことが既に明らか
になっているとのことであった。ウマにおいて、こ
うしたSPARCの異常と腱傷害に関連があるかどう
か質問したところ、「ウマを用いた研究は全くされ
ておらず、不明であるものの、腱の成長に関連する
遺伝子の一つとしてSPARCが重要な役割を果たし
ていることは間違いないと考えられる」、という回
答が得られた。ウマ浅屈腱炎の発症要因の一つに
遺伝的要素があるため、本演題の内容は非常に興
味深く感じられた。ウマ臨床においても重要なヒ
ントが得られる可能性があるため、今後の研究発
展を期待したい。

○ウマ獣医療におけるゼラチンマイクロスフィア
と混合培養した幹細胞凝集体の腱損傷に対する再
生医療

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】ウマ獣医療において、腱損傷部に対する
間葉系幹細胞(MSC)の移植は有望な治療法の一つ
である。近年、ゼラチンハイドロゲルマイクロス
フィア(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機
能が高まることが報告されている。我々は、細胞凝
集体の移植によって、細胞治療効果が高まると考
えている。本研究では、GMSと混合培養した細胞凝
集体と細胞だけで作製した細胞凝集体の生存性、
ならびに、GMSと混合培養した細胞凝集体から得
られた培養上清と、細胞だけで作製した細胞凝集
体から得られた培養上清を用いて、それぞれの腱

細胞に対する増殖効果を比較した。加えて、GMSと
混合培養した細胞凝集体の臨床応用を検討するた
めに、細胞凝集体を移植した腱組織内における
MSCの分布を組織学的に評価した。
　【方法】1.腱組織への移植に適した細胞凝集体を
作製するために、GMS (0、100、300、および 500)
とMSC (1 × 104、5 × 104、および1 × 105)の数量
を複数段階で組み合わせ、96ウェルプレートを用
いて細胞凝集体を作製した。培養14日後に細胞凝
集体の直径と細胞生存性を評価した。2.GMSと混
合培養した細胞凝集体の培養上清とMSCのみで作
製した細胞凝集体の培養上清を用いて、ウマ腱由
来細胞を培養した。その後、MTSアッセイを用い
て、腱細胞の増殖効果を評価した。3.GMSと混合培
養した細胞凝集体または平面培養したMSCをそれ
ぞれ前肢対側腱に投与し、移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した
　【結果】1.細胞凝集体の直径はGMS数に応じて大
きくなった。細胞活性はMSC数とGMS数の組み合
わせによって変化したが、最も高い細胞活性が認

められたのは細胞数が1 ×104、GMSが500個のと
きであった。2.腱細胞の増殖効果が高かったのは、
MSCのみで作製した細胞凝集体の培養上清の場合
よりもGMSと混合培養した細胞凝集体の培養上清
を用いた場合であった。3.移植7日後においてMSC
が多く観察されたのは、平面培養したMSCを移植
した腱よりも、細胞凝集体を移植した腱のほうで
あった。
　【考察】GMSは凝集体内部の酸素濃度を高くする
と考えられ、細胞凝集体におけるMSCの生存性向
上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に関与
する何らかの生理活性物質のパラクライン効果
は、細胞だけで作製した細胞凝集体よりもGMSと
混合培養した細胞凝集体のほうがおそらく高かっ
たのであろう。移植に適した細胞濃度とGMS数量
の関係をさらに検討する必要があるが、GMSと混
合培養した細胞凝集体は、腱内におけるMSCの生
存期間を延長させ、細胞治療効果を向上させる可
能性が示唆された。

(田村周久)
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第5回国際腱症シンポジウム(International Scientific
Tendinopathy Symposium)に参加して

競走馬総合研究所  臨床医学研究室　笠嶋快周・田村周久

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

図1
フローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置する。会場であ
るUniversity Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の施設である。
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

図2
 (上) University Medical Center Groningenのメインエントラン
ス。大学病院、研究機関、教育機関およびコンベンション施設が
備わっている非常に巨大な複合施設であった。(下)学会開催前
のレセプション風景。屋内は非常に明るく、噴水や吹き抜けに
よる開放感があった。

図3
300名程度が収容できるメイン会場。多数の参加者が腱・靱帯
に関する研究内容について議論を交わした。

図4
発表ポスターを掲示する笠嶋

図5
発表ポスターを掲示する田村



（229）

　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。
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　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
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存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

学 会 報 告

第9回世界獣医抗菌薬学会（AAVM）に参加して

競走馬総合研究所  臨床医学研究室　黒田泰輔

はじめに
　第9回世界獣医抗菌薬学会（AAVM; International 
Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary 
Medicine）は平成30年10月16日から19日まで、イ
タリアローマのNH Hotel Roma Villa Carpegnaで
開催された。ローマはローマ帝国の首都として
2000年以上の長い歴史を有し、古代遺跡を多く抱
える世界有数の観光地である。また、市内にはロー
マ教皇の居住するバチカン市国があり、カトリッ

クの総本山としても知られている。遺跡の中でも、
紀元後100年前後にローマンコンクリートを用い
て建てられたコロッセオとパンテオンは迫力があ
り、建設当時の日本が弥生時代であったことを考
えると、ローマ帝国の繁栄ぶりを感じ取ることが
できた。

世界獣医抗菌薬学会（AAVM）の概要
　AAVMは、獣医療の抗菌薬に関する国際学会
として2002年にフィンランドで初めて開催さ
れ、北米およびヨーロッパを中心に2年に一度開
催されている。主に北米とヨーロッパの研究者
が多いが、中国、韓国、タイなどアジアからの報
告も認めた。主な発表演題は、薬剤耐性菌の発生
状況、薬剤感受性試験判定、感染症予防対策、
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics（PK/PD）な
どに関する報告で、口頭発表44題とポスター発表
50題であった。
　私は、PK/PDのセッションにおいて15分間の口
頭発表を行った。以下に、私が発表した演題の日本
語要旨と本学会で興味深かった演題についてその

内容を記す。

○ウマのバクテロイデス属菌による胸膜炎に対す
るメトロニダゾールとイミペネムのPK（薬物動態
学）/PD（薬力学）解析について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
背景
　バクテロイデス属菌をはじめとする、偏性嫌気
性菌はウマの肺炎および胸膜炎において高い病原
性を持つ菌として知られている。JRAでは、偏性嫌
気性菌による肺胸膜炎に対して感受性抗菌薬であ
るミノサイクリンが使用されていたが、十分な治
療成績が得られていない現状にある。ミノサイク
リンはウマの胸水中への移行性が乏しいことが報
告されており、不十分な胸腔内濃度のためミノサ
イクリンが偏性嫌気性菌を抑制できなかった可能
性が考えられる。一方、ヒトにおいては、偏性嫌気
性菌の肺胸膜炎に対してメトロニダゾールとイミ
ペネムが有効な抗菌薬として知られているが、こ
れらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬物移行
性に関する報告はなく、ウマの胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌によるウマの胸膜炎
に対する治療法確立のために、メトロニダゾール
静脈内投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸
水中への薬物移行性について検討することとし
た。
材料および方法
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。メトロ
ニダゾールとイミペネムの投与はランダム化クロ
スオーバー試験で、投与間隔は4週間以上とした。
メトロニダゾールは市販の錠剤を15 mg/kgの用
量で経鼻カテーテルを用いて胃内に溶液を投与し
た。イミペネムは10 mg/kgの用量で500 mLの滅
菌生理食塩水に溶解し、右頚静脈に投与した。抗菌
薬投与後に継時的な採血と1, 3, 8 時間後の胸水採
取を実施し、HPLC法にて薬物濃度を測定した。得
られた薬物濃度は薬物動態解析ソフトを用いて、
薬物動態パラメーターを算出し、4頭のパラメー
ターの平均値から胸水中薬物濃度シミュレーショ
ンを作成した。また、肺胸膜炎を発症したウマから

分離されたバクテロイデス属菌22株の2つの抗菌
薬に対するMICをgradient strip testsを用いて測
定し、90 %の株を抑制できる濃度であるMIC90を
算出した。
結果
　メトロニダゾールの胸水中濃度は投与1時間後
が最も高く平均12.7 ± 3.3 µg/mLを示し、投与3
時間後には10.6 ± 1.0 µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9 µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12.1 ± 0.9 
µg/mLを示し、投与3時間後には5.9  ± 1 .4  
µg/mL、投与8時間後には0.3 ± 0.1 µg/mLであっ
た。メトロニダゾールおよびイミペネムとも、同じ
タイムポイントの血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃
度は極めて近い値であった。メトロニダゾールと
イミペネムのMIC90はそれぞれ4 µg/mLと0.5 
µg/mLであった。
考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。本研究では、抗
菌 薬 の 投 与 法 を 検 討 す る に あ た り 、
P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬 物 動 態 ）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出し、
その指標を用いて抗菌薬投与設計を行う手法であ
る。メトロニダゾールのPK/PD目標値はAUC24  

h/MIC ratio > 70と報告されている。メトロニダ
ゾール15 mg/kg 1日3回投与の胸水中濃度シミュ
レーションからAUC24 h （投与後血漿中濃度がプラ
トーとなった投与後62‒88 時間） は339.6 µg 
h/mLとなり、バクテロイデス属菌とのAUC24  

h/MIC90 は84.9で70を上回った。一方、カルバペネ
ム系抗菌薬のPK/PD目標値はMICを超えている時
間の割合Time above MIC （TAM）> 50%と報告さ
れている。イムペネム10 mg/kg 1日3回投与した
場合、バクテロイデス属菌のMIC90に対するTAMは
70.9%となり、目標値を上回った。以上のことから

15  mg/kgメトロニダゾール1日3回経口投与、10 
mg/kgイムペネム1日3回静脈内投与はバクテロ
イデス属菌によるウマの胸腔感染に対して効果が
期待できることが示された。
　講演後の質疑応答では、本研究はメトロニダ
ゾールの経口投与を用いているが、静脈内投与の
有用性について質問を受けた。それに対して、静脈
内投与は効果が期待できるが、ウマの用量で静脈
内投与製剤を使用する場合極めて高額になってし
まうこと、経口投与においても体内への吸収が良
好で静脈内投与と同程度の効果が期待できること
から経口投与を用いていると回答した。

○Preope ra t i v e  an t i b i o t i c s  i n  e qu i ne  
uncomplicated clean orthopedic surgery - A 
randomized controlled study
ウマの清潔な整形外科手術における術前抗菌薬に
ついて　ランダム化比較試験

Sabita Diana Stoeckle （Berlin University） 
　ヒトおよびウマにおいて整形外科手術後の術部
感染症は深刻な疾患であり、それらを予防するた
めに術前の抗菌薬投与が一般的に行われている。
ウマの関節鏡手術では術前抗菌薬と術後感染もし
くは合併症発生との間に関連性がないことが報告
されているが、依然として術前の抗菌薬投与は多
くの手術に用いられている。演者らは、ランダム化
比較試験を用いて、関節鏡手術の術前抗菌薬投与
と術創の状態との関連性について調査を行い、そ
の必要性を検討した。
　関節鏡手術を行った75頭のウマを対象とし、無
作為に術前抗菌薬投与群と抗菌薬を投与しない対
照群に割り当てた。抗菌薬投与群では手術前30～
45分に6.6 mg/kgゲンタマイシンと10 mg/kgア
モキシシリンの単回投与を行い、対照群は抗菌薬
を投与しなかった。ウマは手術後少なくとも5日
間病院に入院し、状態を評価した。包帯は、術後1、
3、5日目に交換し、術創の浸出、腫脹、皮膚温度お
よび裂開の有無について、0から3までのスコアで
評価した。
　各状況により脱落したウマを除く5 9頭

（78.7％）を統計分析の対象とした。その結果、術前
抗菌薬投与群の術創は対照群よりも有意に大きく

腫脹し、皮膚温度も高かった。術創の滲出および裂
開に関して両群間に有意差はなく、体温において
も有意差はなかった。加えて術後8日目および9日
目に、術前抗菌薬投与群1頭と対照群1頭が化膿性
関節炎を発症し、化膿性関節炎の発症率に差は認
めなかった。本研究では術前の抗菌薬投与によっ
て術創の改善効果や術後発熱の予防効果を認めな
かったことから、清潔な関節鏡手術に対する術前
抗菌薬投与の必要性が少ないことを示した。
　本研究は、例数が少ないこと、手術の術式や骨折
の程度などの検討が行われていないこと、術後観
察期間が短いことなどから、術前の抗菌薬投与が
完全に不要であるという結論を得るには不十分で
あると感じた。しかし、一方でランダム化比較試験
を行っていること、術創の評価を独自のスコアで
定期的、定量的に評価していることなどは、JRAの
手術研究に対して大変参考になると考えられた。

○Intramuscular administration of sodium 
benzylpenicillin with addition of lidocaine and 
adrenaline in horses.
リドカインとアドレナリンを加えたベンジルペニ
シリンナトリウムのウマ筋肉内投与について

Lena Olsén （Uppsala University）
　プロカインベンジルペニシリンはウマの筋肉内
投与製剤として世界各国で承認され、最も一般的
に使用される抗菌薬の一つである。しかし、薬剤に
含まれるプロカインは中枢神経に対して重篤な副
作用を有し、所謂「ペニシリンショック」の原因と
なることが報告されている。演者らは以前にプロ
カインを含まないベンジルペニシリンナトリウム
のウマ筋肉内投与に関する研究を行ったが、筋肉
の疼痛が強く臨床応用困難であることを報告して
いる。本研究では、ベンジルペニシリンナトリウム
にリドカインとアドレナリンを添加した薬剤の薬
物動態と筋肉の疼痛を調査し、臨床応用可能かを
検証した。
　実験は8頭のウマを対象としたクロスオーバー
投与試験で、6.25 mg/kgのベンジルペニシリンに
リドカイン（0.1 mg/kg）とアドレナリン（0.05 
µg/kg）添加した薬剤（PC-lido群）と、21 mg/kgの
プロカインベンジルペニシリン（pro-PC群）を比較

した。両群とも上記薬剤を1日1回の4日間投与し、
継時的に採血を行った。採取した血漿からベンジ
ルペニシリン濃度を測定し、血漿中薬物濃度シ
ミュレーションを作成した。作成したシミュレー
ションはウマにおける一般的な病原体の最少発育
阻止濃度（MIC）と比較し、効果の期待できる投与
法を検討した。加えて疼痛などの注射に対するウ
マの反応を、毎回の注射の前後に記録した。
　PC-lido群におけるベンジルペニシリンの平均
半減期は2.6 ± 1.0時間であった。ペニシリンが効
果を発揮するためにはMICを超えている時間の割
合TAM 50%以上が必要と報告されている。血漿中
薬物濃度シミュレーションから、PC-lidoの1日2回
投与は黄色ブドウ球菌のMIC（0.125 μg/ mL）に
対してTAM 50%以上を有しており、PC-lidoの1日
2回投与が有効な投与法であることが明らかと
なった。また、pro-PC群と比較して、投与後の疼痛

や副作用などに有意差はなく、筋肉の疼痛は認め
なかった。以上の結果から、PC-lido（6.25 mg / kg）
の1日2回投与がウマの感染症治療に適し、副作用
のリスクも少ない投与法であることが示された。
　講演後にリドカインにもプロカインと同様に中
枢神経毒性が報告されているが、そのリスクにつ
いて私から質問を行った。演者は、本研究ではプロ
カインペニシリンに含まれるプロカインと比較し
て低用量となるようリドカインを調剤しており、
リスクは大きく低下するであろうとのことであっ
た。プロカインは禁止薬物であるためプロカイン
ベンジルペニシリンの競走馬に対する使用には制
限があるが、国内でも競走馬以外のウマでは一般
的に使用されている。リドカインはプロカインと
同様に禁止薬であるため競走馬への使用には変わ
らず制限があるが、乗用馬などに対しては安全性
の高い治療法であると考えられた。

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。

写真1　コロッセオ

写真3　学会会場NH Hotel Roma Villa Carpegna

写真2　パンテオン内部
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

はじめに
　第9回世界獣医抗菌薬学会（AAVM; International 
Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary 
Medicine）は平成30年10月16日から19日まで、イ
タリアローマのNH Hotel Roma Villa Carpegnaで
開催された。ローマはローマ帝国の首都として
2000年以上の長い歴史を有し、古代遺跡を多く抱
える世界有数の観光地である。また、市内にはロー
マ教皇の居住するバチカン市国があり、カトリッ

クの総本山としても知られている。遺跡の中でも、
紀元後100年前後にローマンコンクリートを用い
て建てられたコロッセオとパンテオンは迫力があ
り、建設当時の日本が弥生時代であったことを考
えると、ローマ帝国の繁栄ぶりを感じ取ることが
できた。

世界獣医抗菌薬学会（AAVM）の概要
　AAVMは、獣医療の抗菌薬に関する国際学会
として2002年にフィンランドで初めて開催さ
れ、北米およびヨーロッパを中心に2年に一度開
催されている。主に北米とヨーロッパの研究者
が多いが、中国、韓国、タイなどアジアからの報
告も認めた。主な発表演題は、薬剤耐性菌の発生
状況、薬剤感受性試験判定、感染症予防対策、
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics（PK/PD）な
どに関する報告で、口頭発表44題とポスター発表
50題であった。
　私は、PK/PDのセッションにおいて15分間の口
頭発表を行った。以下に、私が発表した演題の日本
語要旨と本学会で興味深かった演題についてその

内容を記す。

○ウマのバクテロイデス属菌による胸膜炎に対す
るメトロニダゾールとイミペネムのPK（薬物動態
学）/PD（薬力学）解析について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
背景
　バクテロイデス属菌をはじめとする、偏性嫌気
性菌はウマの肺炎および胸膜炎において高い病原
性を持つ菌として知られている。JRAでは、偏性嫌
気性菌による肺胸膜炎に対して感受性抗菌薬であ
るミノサイクリンが使用されていたが、十分な治
療成績が得られていない現状にある。ミノサイク
リンはウマの胸水中への移行性が乏しいことが報
告されており、不十分な胸腔内濃度のためミノサ
イクリンが偏性嫌気性菌を抑制できなかった可能
性が考えられる。一方、ヒトにおいては、偏性嫌気
性菌の肺胸膜炎に対してメトロニダゾールとイミ
ペネムが有効な抗菌薬として知られているが、こ
れらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬物移行
性に関する報告はなく、ウマの胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌によるウマの胸膜炎
に対する治療法確立のために、メトロニダゾール
静脈内投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸
水中への薬物移行性について検討することとし
た。
材料および方法
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。メトロ
ニダゾールとイミペネムの投与はランダム化クロ
スオーバー試験で、投与間隔は4週間以上とした。
メトロニダゾールは市販の錠剤を15 mg/kgの用
量で経鼻カテーテルを用いて胃内に溶液を投与し
た。イミペネムは10 mg/kgの用量で500 mLの滅
菌生理食塩水に溶解し、右頚静脈に投与した。抗菌
薬投与後に継時的な採血と1, 3, 8 時間後の胸水採
取を実施し、HPLC法にて薬物濃度を測定した。得
られた薬物濃度は薬物動態解析ソフトを用いて、
薬物動態パラメーターを算出し、4頭のパラメー
ターの平均値から胸水中薬物濃度シミュレーショ
ンを作成した。また、肺胸膜炎を発症したウマから

分離されたバクテロイデス属菌22株の2つの抗菌
薬に対するMICをgradient strip testsを用いて測
定し、90 %の株を抑制できる濃度であるMIC90を
算出した。
結果
　メトロニダゾールの胸水中濃度は投与1時間後
が最も高く平均12.7 ± 3.3 µg/mLを示し、投与3
時間後には10.6 ± 1.0 µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9 µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12.1 ± 0.9 
µg/mLを示し、投与3時間後には5.9  ± 1 .4  
µg/mL、投与8時間後には0.3 ± 0.1 µg/mLであっ
た。メトロニダゾールおよびイミペネムとも、同じ
タイムポイントの血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃
度は極めて近い値であった。メトロニダゾールと
イミペネムのMIC90はそれぞれ4 µg/mLと0.5 
µg/mLであった。
考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。本研究では、抗
菌 薬 の 投 与 法 を 検 討 す る に あ た り 、
P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬 物 動 態 ）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出し、
その指標を用いて抗菌薬投与設計を行う手法であ
る。メトロニダゾールのPK/PD目標値はAUC24  

h/MIC ratio > 70と報告されている。メトロニダ
ゾール15 mg/kg 1日3回投与の胸水中濃度シミュ
レーションからAUC24 h （投与後血漿中濃度がプラ
トーとなった投与後62‒88 時間） は339.6 µg 
h/mLとなり、バクテロイデス属菌とのAUC24  

h/MIC90 は84.9で70を上回った。一方、カルバペネ
ム系抗菌薬のPK/PD目標値はMICを超えている時
間の割合Time above MIC （TAM）> 50%と報告さ
れている。イムペネム10 mg/kg 1日3回投与した
場合、バクテロイデス属菌のMIC90に対するTAMは
70.9%となり、目標値を上回った。以上のことから

15  mg/kgメトロニダゾール1日3回経口投与、10 
mg/kgイムペネム1日3回静脈内投与はバクテロ
イデス属菌によるウマの胸腔感染に対して効果が
期待できることが示された。
　講演後の質疑応答では、本研究はメトロニダ
ゾールの経口投与を用いているが、静脈内投与の
有用性について質問を受けた。それに対して、静脈
内投与は効果が期待できるが、ウマの用量で静脈
内投与製剤を使用する場合極めて高額になってし
まうこと、経口投与においても体内への吸収が良
好で静脈内投与と同程度の効果が期待できること
から経口投与を用いていると回答した。

○Preope ra t i v e  an t i b i o t i c s  i n  e qu i ne  
uncomplicated clean orthopedic surgery - A 
randomized controlled study
ウマの清潔な整形外科手術における術前抗菌薬に
ついて　ランダム化比較試験

Sabita Diana Stoeckle （Berlin University） 
　ヒトおよびウマにおいて整形外科手術後の術部
感染症は深刻な疾患であり、それらを予防するた
めに術前の抗菌薬投与が一般的に行われている。
ウマの関節鏡手術では術前抗菌薬と術後感染もし
くは合併症発生との間に関連性がないことが報告
されているが、依然として術前の抗菌薬投与は多
くの手術に用いられている。演者らは、ランダム化
比較試験を用いて、関節鏡手術の術前抗菌薬投与
と術創の状態との関連性について調査を行い、そ
の必要性を検討した。
　関節鏡手術を行った75頭のウマを対象とし、無
作為に術前抗菌薬投与群と抗菌薬を投与しない対
照群に割り当てた。抗菌薬投与群では手術前30～
45分に6.6 mg/kgゲンタマイシンと10 mg/kgア
モキシシリンの単回投与を行い、対照群は抗菌薬
を投与しなかった。ウマは手術後少なくとも5日
間病院に入院し、状態を評価した。包帯は、術後1、
3、5日目に交換し、術創の浸出、腫脹、皮膚温度お
よび裂開の有無について、0から3までのスコアで
評価した。
　各状況により脱落したウマを除く5 9頭

（78.7％）を統計分析の対象とした。その結果、術前
抗菌薬投与群の術創は対照群よりも有意に大きく

腫脹し、皮膚温度も高かった。術創の滲出および裂
開に関して両群間に有意差はなく、体温において
も有意差はなかった。加えて術後8日目および9日
目に、術前抗菌薬投与群1頭と対照群1頭が化膿性
関節炎を発症し、化膿性関節炎の発症率に差は認
めなかった。本研究では術前の抗菌薬投与によっ
て術創の改善効果や術後発熱の予防効果を認めな
かったことから、清潔な関節鏡手術に対する術前
抗菌薬投与の必要性が少ないことを示した。
　本研究は、例数が少ないこと、手術の術式や骨折
の程度などの検討が行われていないこと、術後観
察期間が短いことなどから、術前の抗菌薬投与が
完全に不要であるという結論を得るには不十分で
あると感じた。しかし、一方でランダム化比較試験
を行っていること、術創の評価を独自のスコアで
定期的、定量的に評価していることなどは、JRAの
手術研究に対して大変参考になると考えられた。

○Intramuscular administration of sodium 
benzylpenicillin with addition of lidocaine and 
adrenaline in horses.
リドカインとアドレナリンを加えたベンジルペニ
シリンナトリウムのウマ筋肉内投与について

Lena Olsén （Uppsala University）
　プロカインベンジルペニシリンはウマの筋肉内
投与製剤として世界各国で承認され、最も一般的
に使用される抗菌薬の一つである。しかし、薬剤に
含まれるプロカインは中枢神経に対して重篤な副
作用を有し、所謂「ペニシリンショック」の原因と
なることが報告されている。演者らは以前にプロ
カインを含まないベンジルペニシリンナトリウム
のウマ筋肉内投与に関する研究を行ったが、筋肉
の疼痛が強く臨床応用困難であることを報告して
いる。本研究では、ベンジルペニシリンナトリウム
にリドカインとアドレナリンを添加した薬剤の薬
物動態と筋肉の疼痛を調査し、臨床応用可能かを
検証した。
　実験は8頭のウマを対象としたクロスオーバー
投与試験で、6.25 mg/kgのベンジルペニシリンに
リドカイン（0.1 mg/kg）とアドレナリン（0.05 
µg/kg）添加した薬剤（PC-lido群）と、21 mg/kgの
プロカインベンジルペニシリン（pro-PC群）を比較

した。両群とも上記薬剤を1日1回の4日間投与し、
継時的に採血を行った。採取した血漿からベンジ
ルペニシリン濃度を測定し、血漿中薬物濃度シ
ミュレーションを作成した。作成したシミュレー
ションはウマにおける一般的な病原体の最少発育
阻止濃度（MIC）と比較し、効果の期待できる投与
法を検討した。加えて疼痛などの注射に対するウ
マの反応を、毎回の注射の前後に記録した。
　PC-lido群におけるベンジルペニシリンの平均
半減期は2.6 ± 1.0時間であった。ペニシリンが効
果を発揮するためにはMICを超えている時間の割
合TAM 50%以上が必要と報告されている。血漿中
薬物濃度シミュレーションから、PC-lidoの1日2回
投与は黄色ブドウ球菌のMIC（0.125 μg/ mL）に
対してTAM 50%以上を有しており、PC-lidoの1日
2回投与が有効な投与法であることが明らかと
なった。また、pro-PC群と比較して、投与後の疼痛

や副作用などに有意差はなく、筋肉の疼痛は認め
なかった。以上の結果から、PC-lido（6.25 mg / kg）
の1日2回投与がウマの感染症治療に適し、副作用
のリスクも少ない投与法であることが示された。
　講演後にリドカインにもプロカインと同様に中
枢神経毒性が報告されているが、そのリスクにつ
いて私から質問を行った。演者は、本研究ではプロ
カインペニシリンに含まれるプロカインと比較し
て低用量となるようリドカインを調剤しており、
リスクは大きく低下するであろうとのことであっ
た。プロカインは禁止薬物であるためプロカイン
ベンジルペニシリンの競走馬に対する使用には制
限があるが、国内でも競走馬以外のウマでは一般
的に使用されている。リドカインはプロカインと
同様に禁止薬であるため競走馬への使用には変わ
らず制限があるが、乗用馬などに対しては安全性
の高い治療法であると考えられた。

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

はじめに
　第9回世界獣医抗菌薬学会（AAVM; International 
Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary 
Medicine）は平成30年10月16日から19日まで、イ
タリアローマのNH Hotel Roma Villa Carpegnaで
開催された。ローマはローマ帝国の首都として
2000年以上の長い歴史を有し、古代遺跡を多く抱
える世界有数の観光地である。また、市内にはロー
マ教皇の居住するバチカン市国があり、カトリッ

クの総本山としても知られている。遺跡の中でも、
紀元後100年前後にローマンコンクリートを用い
て建てられたコロッセオとパンテオンは迫力があ
り、建設当時の日本が弥生時代であったことを考
えると、ローマ帝国の繁栄ぶりを感じ取ることが
できた。

世界獣医抗菌薬学会（AAVM）の概要
　AAVMは、獣医療の抗菌薬に関する国際学会
として2002年にフィンランドで初めて開催さ
れ、北米およびヨーロッパを中心に2年に一度開
催されている。主に北米とヨーロッパの研究者
が多いが、中国、韓国、タイなどアジアからの報
告も認めた。主な発表演題は、薬剤耐性菌の発生
状況、薬剤感受性試験判定、感染症予防対策、
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics（PK/PD）な
どに関する報告で、口頭発表44題とポスター発表
50題であった。
　私は、PK/PDのセッションにおいて15分間の口
頭発表を行った。以下に、私が発表した演題の日本
語要旨と本学会で興味深かった演題についてその

内容を記す。

○ウマのバクテロイデス属菌による胸膜炎に対す
るメトロニダゾールとイミペネムのPK（薬物動態
学）/PD（薬力学）解析について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
背景
　バクテロイデス属菌をはじめとする、偏性嫌気
性菌はウマの肺炎および胸膜炎において高い病原
性を持つ菌として知られている。JRAでは、偏性嫌
気性菌による肺胸膜炎に対して感受性抗菌薬であ
るミノサイクリンが使用されていたが、十分な治
療成績が得られていない現状にある。ミノサイク
リンはウマの胸水中への移行性が乏しいことが報
告されており、不十分な胸腔内濃度のためミノサ
イクリンが偏性嫌気性菌を抑制できなかった可能
性が考えられる。一方、ヒトにおいては、偏性嫌気
性菌の肺胸膜炎に対してメトロニダゾールとイミ
ペネムが有効な抗菌薬として知られているが、こ
れらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬物移行
性に関する報告はなく、ウマの胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌によるウマの胸膜炎
に対する治療法確立のために、メトロニダゾール
静脈内投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸
水中への薬物移行性について検討することとし
た。
材料および方法
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。メトロ
ニダゾールとイミペネムの投与はランダム化クロ
スオーバー試験で、投与間隔は4週間以上とした。
メトロニダゾールは市販の錠剤を15 mg/kgの用
量で経鼻カテーテルを用いて胃内に溶液を投与し
た。イミペネムは10 mg/kgの用量で500 mLの滅
菌生理食塩水に溶解し、右頚静脈に投与した。抗菌
薬投与後に継時的な採血と1, 3, 8 時間後の胸水採
取を実施し、HPLC法にて薬物濃度を測定した。得
られた薬物濃度は薬物動態解析ソフトを用いて、
薬物動態パラメーターを算出し、4頭のパラメー
ターの平均値から胸水中薬物濃度シミュレーショ
ンを作成した。また、肺胸膜炎を発症したウマから

分離されたバクテロイデス属菌22株の2つの抗菌
薬に対するMICをgradient strip testsを用いて測
定し、90 %の株を抑制できる濃度であるMIC90を
算出した。
結果
　メトロニダゾールの胸水中濃度は投与1時間後
が最も高く平均12.7 ± 3.3 µg/mLを示し、投与3
時間後には10.6 ± 1.0 µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9 µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12.1 ± 0.9 
µg/mLを示し、投与3時間後には5.9  ± 1 .4  
µg/mL、投与8時間後には0.3 ± 0.1 µg/mLであっ
た。メトロニダゾールおよびイミペネムとも、同じ
タイムポイントの血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃
度は極めて近い値であった。メトロニダゾールと
イミペネムのMIC90はそれぞれ4 µg/mLと0.5 
µg/mLであった。
考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。本研究では、抗
菌 薬 の 投 与 法 を 検 討 す る に あ た り 、
P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬 物 動 態 ）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出し、
その指標を用いて抗菌薬投与設計を行う手法であ
る。メトロニダゾールのPK/PD目標値はAUC24  

h/MIC ratio > 70と報告されている。メトロニダ
ゾール15 mg/kg 1日3回投与の胸水中濃度シミュ
レーションからAUC24 h （投与後血漿中濃度がプラ
トーとなった投与後62‒88 時間） は339.6 µg 
h/mLとなり、バクテロイデス属菌とのAUC24  

h/MIC90 は84.9で70を上回った。一方、カルバペネ
ム系抗菌薬のPK/PD目標値はMICを超えている時
間の割合Time above MIC （TAM）> 50%と報告さ
れている。イムペネム10 mg/kg 1日3回投与した
場合、バクテロイデス属菌のMIC90に対するTAMは
70.9%となり、目標値を上回った。以上のことから

15  mg/kgメトロニダゾール1日3回経口投与、10 
mg/kgイムペネム1日3回静脈内投与はバクテロ
イデス属菌によるウマの胸腔感染に対して効果が
期待できることが示された。
　講演後の質疑応答では、本研究はメトロニダ
ゾールの経口投与を用いているが、静脈内投与の
有用性について質問を受けた。それに対して、静脈
内投与は効果が期待できるが、ウマの用量で静脈
内投与製剤を使用する場合極めて高額になってし
まうこと、経口投与においても体内への吸収が良
好で静脈内投与と同程度の効果が期待できること
から経口投与を用いていると回答した。

○Preope ra t i v e  an t i b i o t i c s  i n  e qu i ne  
uncomplicated clean orthopedic surgery - A 
randomized controlled study
ウマの清潔な整形外科手術における術前抗菌薬に
ついて　ランダム化比較試験

Sabita Diana Stoeckle （Berlin University） 
　ヒトおよびウマにおいて整形外科手術後の術部
感染症は深刻な疾患であり、それらを予防するた
めに術前の抗菌薬投与が一般的に行われている。
ウマの関節鏡手術では術前抗菌薬と術後感染もし
くは合併症発生との間に関連性がないことが報告
されているが、依然として術前の抗菌薬投与は多
くの手術に用いられている。演者らは、ランダム化
比較試験を用いて、関節鏡手術の術前抗菌薬投与
と術創の状態との関連性について調査を行い、そ
の必要性を検討した。
　関節鏡手術を行った75頭のウマを対象とし、無
作為に術前抗菌薬投与群と抗菌薬を投与しない対
照群に割り当てた。抗菌薬投与群では手術前30～
45分に6.6 mg/kgゲンタマイシンと10 mg/kgア
モキシシリンの単回投与を行い、対照群は抗菌薬
を投与しなかった。ウマは手術後少なくとも5日
間病院に入院し、状態を評価した。包帯は、術後1、
3、5日目に交換し、術創の浸出、腫脹、皮膚温度お
よび裂開の有無について、0から3までのスコアで
評価した。
　各状況により脱落したウマを除く5 9頭

（78.7％）を統計分析の対象とした。その結果、術前
抗菌薬投与群の術創は対照群よりも有意に大きく

腫脹し、皮膚温度も高かった。術創の滲出および裂
開に関して両群間に有意差はなく、体温において
も有意差はなかった。加えて術後8日目および9日
目に、術前抗菌薬投与群1頭と対照群1頭が化膿性
関節炎を発症し、化膿性関節炎の発症率に差は認
めなかった。本研究では術前の抗菌薬投与によっ
て術創の改善効果や術後発熱の予防効果を認めな
かったことから、清潔な関節鏡手術に対する術前
抗菌薬投与の必要性が少ないことを示した。
　本研究は、例数が少ないこと、手術の術式や骨折
の程度などの検討が行われていないこと、術後観
察期間が短いことなどから、術前の抗菌薬投与が
完全に不要であるという結論を得るには不十分で
あると感じた。しかし、一方でランダム化比較試験
を行っていること、術創の評価を独自のスコアで
定期的、定量的に評価していることなどは、JRAの
手術研究に対して大変参考になると考えられた。

○Intramuscular administration of sodium 
benzylpenicillin with addition of lidocaine and 
adrenaline in horses.
リドカインとアドレナリンを加えたベンジルペニ
シリンナトリウムのウマ筋肉内投与について

Lena Olsén （Uppsala University）
　プロカインベンジルペニシリンはウマの筋肉内
投与製剤として世界各国で承認され、最も一般的
に使用される抗菌薬の一つである。しかし、薬剤に
含まれるプロカインは中枢神経に対して重篤な副
作用を有し、所謂「ペニシリンショック」の原因と
なることが報告されている。演者らは以前にプロ
カインを含まないベンジルペニシリンナトリウム
のウマ筋肉内投与に関する研究を行ったが、筋肉
の疼痛が強く臨床応用困難であることを報告して
いる。本研究では、ベンジルペニシリンナトリウム
にリドカインとアドレナリンを添加した薬剤の薬
物動態と筋肉の疼痛を調査し、臨床応用可能かを
検証した。
　実験は8頭のウマを対象としたクロスオーバー
投与試験で、6.25 mg/kgのベンジルペニシリンに
リドカイン（0.1 mg/kg）とアドレナリン（0.05 
µg/kg）添加した薬剤（PC-lido群）と、21 mg/kgの
プロカインベンジルペニシリン（pro-PC群）を比較

した。両群とも上記薬剤を1日1回の4日間投与し、
継時的に採血を行った。採取した血漿からベンジ
ルペニシリン濃度を測定し、血漿中薬物濃度シ
ミュレーションを作成した。作成したシミュレー
ションはウマにおける一般的な病原体の最少発育
阻止濃度（MIC）と比較し、効果の期待できる投与
法を検討した。加えて疼痛などの注射に対するウ
マの反応を、毎回の注射の前後に記録した。
　PC-lido群におけるベンジルペニシリンの平均
半減期は2.6 ± 1.0時間であった。ペニシリンが効
果を発揮するためにはMICを超えている時間の割
合TAM 50%以上が必要と報告されている。血漿中
薬物濃度シミュレーションから、PC-lidoの1日2回
投与は黄色ブドウ球菌のMIC（0.125 μg/ mL）に
対してTAM 50%以上を有しており、PC-lidoの1日
2回投与が有効な投与法であることが明らかと
なった。また、pro-PC群と比較して、投与後の疼痛

や副作用などに有意差はなく、筋肉の疼痛は認め
なかった。以上の結果から、PC-lido（6.25 mg / kg）
の1日2回投与がウマの感染症治療に適し、副作用
のリスクも少ない投与法であることが示された。
　講演後にリドカインにもプロカインと同様に中
枢神経毒性が報告されているが、そのリスクにつ
いて私から質問を行った。演者は、本研究ではプロ
カインペニシリンに含まれるプロカインと比較し
て低用量となるようリドカインを調剤しており、
リスクは大きく低下するであろうとのことであっ
た。プロカインは禁止薬物であるためプロカイン
ベンジルペニシリンの競走馬に対する使用には制
限があるが、国内でも競走馬以外のウマでは一般
的に使用されている。リドカインはプロカインと
同様に禁止薬であるため競走馬への使用には変わ
らず制限があるが、乗用馬などに対しては安全性
の高い治療法であると考えられた。

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。
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　平成30年9月27日から9月29日までオランダ王
国、フローニンゲンで開催された第5回国際腱症
シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加したので、その
概要を報告する。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、オラ
ンダ王国のフローニンゲンで開催された(図1)。フ
ローニンゲンはオランダ王国の北東部に位置し、
商工業の中心都市として栄えている。首都アムス
テルダムから電車で2時間30分程度の移動時間を
要するが、オランダ国内外の観光客が多く訪れる

歴史ある街である。特に、町の中心部に存在するフ
ローニンゲン大学はオランダ王国内の大学として
2番目の長い歴史をもつ由緒ある研究機関として
有名である。この大学は、医学部を含めて10以上
の学部が存在する総合大学であり、多数の学生お
よび研究者が在籍している。そのため、フローニン
ゲンでは国際的な学会や展示会なども多く開催さ
れている。
　本シンポジウムの会場となったUniversi ty 
Medical Center Groningenはフローニンゲン大学
の組織の一つであり、大学病院、研究機関、教育機
関およびコンベンション施設が備わっている非常
に巨大な複合施設であった(図2)。300名程度が収
容できるメイン会場の近くには、噴水や多数の吹
き抜けが屋内に配置されており、開放感があった
(図3)。

学会概要
　ヒト整形外科分野において、骨折や変形性関節
炎に関する学会は数多く存在しているが、腱・靱帯
疾患に特化した学会は非常に少ない。そのため、
腱・靱帯に関する研究を実施している整形外科医
や研究者が中心となって、最新の研究内容や臨床
成績を情報交換することを目的とし、2010年に初
めて本シンポジウムを開催した。当初は参加人数
も少なかったものの、世界トップクラスの研究者
や臨床医師が次第に参加することによって、現在
では臨床医学のトレンドや今後の研究を左右する
重要なシンポジウムであると認識されている。海
外と同様に日本国内においてもこうした学会は存
在しないため、我々にとってもISTSは腱・靱帯疾患

はじめに
　第9回世界獣医抗菌薬学会（AAVM; International 
Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary 
Medicine）は平成30年10月16日から19日まで、イ
タリアローマのNH Hotel Roma Villa Carpegnaで
開催された。ローマはローマ帝国の首都として
2000年以上の長い歴史を有し、古代遺跡を多く抱
える世界有数の観光地である。また、市内にはロー
マ教皇の居住するバチカン市国があり、カトリッ

クの総本山としても知られている。遺跡の中でも、
紀元後100年前後にローマンコンクリートを用い
て建てられたコロッセオとパンテオンは迫力があ
り、建設当時の日本が弥生時代であったことを考
えると、ローマ帝国の繁栄ぶりを感じ取ることが
できた。

世界獣医抗菌薬学会（AAVM）の概要
　AAVMは、獣医療の抗菌薬に関する国際学会
として2002年にフィンランドで初めて開催さ
れ、北米およびヨーロッパを中心に2年に一度開
催されている。主に北米とヨーロッパの研究者
が多いが、中国、韓国、タイなどアジアからの報
告も認めた。主な発表演題は、薬剤耐性菌の発生
状況、薬剤感受性試験判定、感染症予防対策、
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics（PK/PD）な
どに関する報告で、口頭発表44題とポスター発表
50題であった。
　私は、PK/PDのセッションにおいて15分間の口
頭発表を行った。以下に、私が発表した演題の日本
語要旨と本学会で興味深かった演題についてその

内容を記す。

○ウマのバクテロイデス属菌による胸膜炎に対す
るメトロニダゾールとイミペネムのPK（薬物動態
学）/PD（薬力学）解析について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
背景
　バクテロイデス属菌をはじめとする、偏性嫌気
性菌はウマの肺炎および胸膜炎において高い病原
性を持つ菌として知られている。JRAでは、偏性嫌
気性菌による肺胸膜炎に対して感受性抗菌薬であ
るミノサイクリンが使用されていたが、十分な治
療成績が得られていない現状にある。ミノサイク
リンはウマの胸水中への移行性が乏しいことが報
告されており、不十分な胸腔内濃度のためミノサ
イクリンが偏性嫌気性菌を抑制できなかった可能
性が考えられる。一方、ヒトにおいては、偏性嫌気
性菌の肺胸膜炎に対してメトロニダゾールとイミ
ペネムが有効な抗菌薬として知られているが、こ
れらの抗菌薬に関してウマの胸水中への薬物移行
性に関する報告はなく、ウマの胸膜炎に対する投
与法については確立されていない現状にある。本
研究の目的は、偏性嫌気性菌によるウマの胸膜炎
に対する治療法確立のために、メトロニダゾール
静脈内投与とイミペネム経口投与後の両薬物の胸
水中への薬物移行性について検討することとし
た。
材料および方法
　健康な3歳のサラブレッド馬4頭（2頭：牡、2頭：
牝、体重：450～480kg）を実験に使用した。メトロ
ニダゾールとイミペネムの投与はランダム化クロ
スオーバー試験で、投与間隔は4週間以上とした。
メトロニダゾールは市販の錠剤を15 mg/kgの用
量で経鼻カテーテルを用いて胃内に溶液を投与し
た。イミペネムは10 mg/kgの用量で500 mLの滅
菌生理食塩水に溶解し、右頚静脈に投与した。抗菌
薬投与後に継時的な採血と1, 3, 8 時間後の胸水採
取を実施し、HPLC法にて薬物濃度を測定した。得
られた薬物濃度は薬物動態解析ソフトを用いて、
薬物動態パラメーターを算出し、4頭のパラメー
ターの平均値から胸水中薬物濃度シミュレーショ
ンを作成した。また、肺胸膜炎を発症したウマから

分離されたバクテロイデス属菌22株の2つの抗菌
薬に対するMICをgradient strip testsを用いて測
定し、90 %の株を抑制できる濃度であるMIC90を
算出した。
結果
　メトロニダゾールの胸水中濃度は投与1時間後
が最も高く平均12.7 ± 3.3 µg/mLを示し、投与3
時間後には10.6 ± 1.0 µg/mL、8時間後には4.9 
± 0.9 µg/mLであった。イミペネムについても投
与1時間後の濃度が最も高く平均12.1 ± 0.9 
µg/mLを示し、投与3時間後には5.9  ± 1 .4  
µg/mL、投与8時間後には0.3 ± 0.1 µg/mLであっ
た。メトロニダゾールおよびイミペネムとも、同じ
タイムポイントの血漿中薬物濃度と胸水中薬物濃
度は極めて近い値であった。メトロニダゾールと
イミペネムのMIC90はそれぞれ4 µg/mLと0.5 
µg/mLであった。
考察
　本研究の結果、メトロニダゾールおよびイミペ
ネムの両薬物はともにウマの胸水への移行性に優
れており、胸水中濃度は血漿中濃度とほぼ同様の
推移を示すことが明らかとなった。本研究では、抗
菌 薬 の 投 与 法 を 検 討 す る に あ た り 、
P h a r m a c o k i n e t i c s（ P K :  薬 物 動 態 ）
/Pharmacodynamics（PD: 薬力学）解析を用いた。
抗菌薬のPK/PD解析とは、実験動物感染モデルを
用いて、PKとして薬物動態パラメーターとPDとし
て感染細菌の最小発育阻止濃度（MIC）の比較か
ら、感染症の臨床効果が期待できる指標を算出し、
その指標を用いて抗菌薬投与設計を行う手法であ
る。メトロニダゾールのPK/PD目標値はAUC24  

h/MIC ratio > 70と報告されている。メトロニダ
ゾール15 mg/kg 1日3回投与の胸水中濃度シミュ
レーションからAUC24 h （投与後血漿中濃度がプラ
トーとなった投与後62‒88 時間） は339.6 µg 
h/mLとなり、バクテロイデス属菌とのAUC24  

h/MIC90 は84.9で70を上回った。一方、カルバペネ
ム系抗菌薬のPK/PD目標値はMICを超えている時
間の割合Time above MIC （TAM）> 50%と報告さ
れている。イムペネム10 mg/kg 1日3回投与した
場合、バクテロイデス属菌のMIC90に対するTAMは
70.9%となり、目標値を上回った。以上のことから

15  mg/kgメトロニダゾール1日3回経口投与、10 
mg/kgイムペネム1日3回静脈内投与はバクテロ
イデス属菌によるウマの胸腔感染に対して効果が
期待できることが示された。
　講演後の質疑応答では、本研究はメトロニダ
ゾールの経口投与を用いているが、静脈内投与の
有用性について質問を受けた。それに対して、静脈
内投与は効果が期待できるが、ウマの用量で静脈
内投与製剤を使用する場合極めて高額になってし
まうこと、経口投与においても体内への吸収が良
好で静脈内投与と同程度の効果が期待できること
から経口投与を用いていると回答した。

○Preope ra t i v e  an t i b i o t i c s  i n  e qu i ne  
uncomplicated clean orthopedic surgery - A 
randomized controlled study
ウマの清潔な整形外科手術における術前抗菌薬に
ついて　ランダム化比較試験

Sabita Diana Stoeckle （Berlin University） 
　ヒトおよびウマにおいて整形外科手術後の術部
感染症は深刻な疾患であり、それらを予防するた
めに術前の抗菌薬投与が一般的に行われている。
ウマの関節鏡手術では術前抗菌薬と術後感染もし
くは合併症発生との間に関連性がないことが報告
されているが、依然として術前の抗菌薬投与は多
くの手術に用いられている。演者らは、ランダム化
比較試験を用いて、関節鏡手術の術前抗菌薬投与
と術創の状態との関連性について調査を行い、そ
の必要性を検討した。
　関節鏡手術を行った75頭のウマを対象とし、無
作為に術前抗菌薬投与群と抗菌薬を投与しない対
照群に割り当てた。抗菌薬投与群では手術前30～
45分に6.6 mg/kgゲンタマイシンと10 mg/kgア
モキシシリンの単回投与を行い、対照群は抗菌薬
を投与しなかった。ウマは手術後少なくとも5日
間病院に入院し、状態を評価した。包帯は、術後1、
3、5日目に交換し、術創の浸出、腫脹、皮膚温度お
よび裂開の有無について、0から3までのスコアで
評価した。
　各状況により脱落したウマを除く5 9頭

（78.7％）を統計分析の対象とした。その結果、術前
抗菌薬投与群の術創は対照群よりも有意に大きく

腫脹し、皮膚温度も高かった。術創の滲出および裂
開に関して両群間に有意差はなく、体温において
も有意差はなかった。加えて術後8日目および9日
目に、術前抗菌薬投与群1頭と対照群1頭が化膿性
関節炎を発症し、化膿性関節炎の発症率に差は認
めなかった。本研究では術前の抗菌薬投与によっ
て術創の改善効果や術後発熱の予防効果を認めな
かったことから、清潔な関節鏡手術に対する術前
抗菌薬投与の必要性が少ないことを示した。
　本研究は、例数が少ないこと、手術の術式や骨折
の程度などの検討が行われていないこと、術後観
察期間が短いことなどから、術前の抗菌薬投与が
完全に不要であるという結論を得るには不十分で
あると感じた。しかし、一方でランダム化比較試験
を行っていること、術創の評価を独自のスコアで
定期的、定量的に評価していることなどは、JRAの
手術研究に対して大変参考になると考えられた。

○Intramuscular administration of sodium 
benzylpenicillin with addition of lidocaine and 
adrenaline in horses.
リドカインとアドレナリンを加えたベンジルペニ
シリンナトリウムのウマ筋肉内投与について

Lena Olsén （Uppsala University）
　プロカインベンジルペニシリンはウマの筋肉内
投与製剤として世界各国で承認され、最も一般的
に使用される抗菌薬の一つである。しかし、薬剤に
含まれるプロカインは中枢神経に対して重篤な副
作用を有し、所謂「ペニシリンショック」の原因と
なることが報告されている。演者らは以前にプロ
カインを含まないベンジルペニシリンナトリウム
のウマ筋肉内投与に関する研究を行ったが、筋肉
の疼痛が強く臨床応用困難であることを報告して
いる。本研究では、ベンジルペニシリンナトリウム
にリドカインとアドレナリンを添加した薬剤の薬
物動態と筋肉の疼痛を調査し、臨床応用可能かを
検証した。
　実験は8頭のウマを対象としたクロスオーバー
投与試験で、6.25 mg/kgのベンジルペニシリンに
リドカイン（0.1 mg/kg）とアドレナリン（0.05 
µg/kg）添加した薬剤（PC-lido群）と、21 mg/kgの
プロカインベンジルペニシリン（pro-PC群）を比較

した。両群とも上記薬剤を1日1回の4日間投与し、
継時的に採血を行った。採取した血漿からベンジ
ルペニシリン濃度を測定し、血漿中薬物濃度シ
ミュレーションを作成した。作成したシミュレー
ションはウマにおける一般的な病原体の最少発育
阻止濃度（MIC）と比較し、効果の期待できる投与
法を検討した。加えて疼痛などの注射に対するウ
マの反応を、毎回の注射の前後に記録した。
　PC-lido群におけるベンジルペニシリンの平均
半減期は2.6 ± 1.0時間であった。ペニシリンが効
果を発揮するためにはMICを超えている時間の割
合TAM 50%以上が必要と報告されている。血漿中
薬物濃度シミュレーションから、PC-lidoの1日2回
投与は黄色ブドウ球菌のMIC（0.125 μg/ mL）に
対してTAM 50%以上を有しており、PC-lidoの1日
2回投与が有効な投与法であることが明らかと
なった。また、pro-PC群と比較して、投与後の疼痛

や副作用などに有意差はなく、筋肉の疼痛は認め
なかった。以上の結果から、PC-lido（6.25 mg / kg）
の1日2回投与がウマの感染症治療に適し、副作用
のリスクも少ない投与法であることが示された。
　講演後にリドカインにもプロカインと同様に中
枢神経毒性が報告されているが、そのリスクにつ
いて私から質問を行った。演者は、本研究ではプロ
カインペニシリンに含まれるプロカインと比較し
て低用量となるようリドカインを調剤しており、
リスクは大きく低下するであろうとのことであっ
た。プロカインは禁止薬物であるためプロカイン
ベンジルペニシリンの競走馬に対する使用には制
限があるが、国内でも競走馬以外のウマでは一般
的に使用されている。リドカインはプロカインと
同様に禁止薬であるため競走馬への使用には変わ
らず制限があるが、乗用馬などに対しては安全性
の高い治療法であると考えられた。

に関する研究の最前線に触れることができる貴重
な学会である(図4、5 )。
　隔年開催のため今回で5回目となる本シンポジ
ウムの参加者は、200名に達した。総講演数は134
題であり、その内訳は招聘研究者による講演が9

題、口頭発表が40題、ポスター発表が85題であっ
た。発表演題の多くはヒト医学を対象とした研究
調査であるが、我々のウマに関する報告以外にも、

腱疾患モデルとして動物を用いた研究が複数報告
されていた。また、ヒト医学の臨床的な内容であっ
ても、診断装置や検査環境を整えることによって
競走馬臨床に応用できる可能性がある報告も多数
あった。
　以下に本学会のプログラム、笠嶋と田村の発表
演題および本学会で興味深かった演題についてそ
の内容を記す。
 
○腱損傷部内への幹細胞の注射投与法は細胞の生
存期間と分布に制限を及ぼす

笠嶋快周ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】損傷した腱への間葉系幹細胞（MSC）
の移植は、一般的に、皮下注射針による注射によっ
て実施される。しかし、腱組織内での細胞の分布お
よび保持は調査されていない。われわれは、ヒト腱
損傷の自然発症モデルとして馬を用い、細胞移植
法としての患部への直接的な注射投与法の有効性
を評価した。
　【方法】墨汁を含有する骨髄上清に懸濁した蛍光
標識MSCを、超音波誘導下で馬の損傷した腱（n = 
4）に注射投与した。移植2時間後に、注射部位の切
片を採取し、組織検索を実施した。移植時の超音波
ビデオにおけるMSCの分布を、注入後の組織解析
結果と比較した。
　【結果】MSCは、主に腱内膜および針穴において
観察され、常に墨汁の粒子とともに観察された。移
植時の超音波動画では、MSCおよび上清が損傷部
位内で腱内膜を介して広範に広がっていることを
示した。また、それらが針穴を介して周囲の組織に
流れたことも示した。
　【考察】針で注射されたMSCおよび上清が移植2
時間後の組織で超音波によって示唆されるほど広
範囲に広がっていないことを実証した。注射投与
では墨汁も分布が制限されていた。 移植2時間後
のMSCと上清の拡散領域は、移植時の超音波動画
が示唆する範囲よりも有意に小さかった。腱の張
力は、針穴を介して移植された材料の流出を促し
得る。腱損傷の自然発症モデルにおけるこれらの
知見は、ヒトの腱損傷の治療のための細胞移植治
療方法と関連性は高いと考える。

○ゼラチンマイクロスフィアを用いた幹細胞凝集
体の腱再生医療に対する利用

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【はじめに】腱再生に対する間葉系幹細胞(MSC)
の投与が治療法の一つとして報告されている。近
年、ゼラチンハイドロゲルマイクロスフィア
(GMS)を混合培養した細胞凝集体は生理機能を高
めることが報告されている。我々は、その細胞凝集
体が腱損傷部の再生治療効果を高めるのではない
かという仮説を立てた。
　【方法】1.ウマ幹細胞をGMS存在下または非存在
下で培養し、14日後のMSC生存性を比較した。
2.GMS存在下または非存在下でMSC凝集体を培養
し、その培養上清を用いてウマ腱細胞を培養した
後、その増殖をそれぞれ評価した。3.GMS存在下で
培養したMSC凝集体または平面培養したMSCをウ
マ5頭の損傷腱に投与した。移植後1、3、および7日
後にMSCの分布を組織学的に評価した。その評価
には1(少ない)から3(多い)のスコアを利用した。
　【結果】1.GMS存在下で培養したMSCの生存性は
GMS非存在下で培養したものよりも有意に高かっ
た(P<0.05)。2. GMS存在下の培養上清は、GMS非存
在下の培養上清よりも腱細胞の増殖を1.2倍、有意
に上昇させた(P<0.05)。3.移植7日後において、凝
集体を投与した腱は平面培養したMSCを投与した
腱よりも、組織スコアが高かった。
　【考察】GMSの存在は凝集体におけるMSCの生存
性向上に寄与したと考えられる。腱細胞の増殖に
関与するパラクライン効果は、GMS存在下のMSC
凝集体のほうが高いと思われる。更なる研究が必
要ではあるが、GMSを用いたMSC凝集体は腱損傷
部に対する治療効果を向上させる可能性が示唆さ
れた。

　現在のウマ浅屈腱炎に対する幹細胞移植治療で
は、骨髄から分離した間葉系幹細胞を腱の損傷
部に直接的に投与している。しかしながら、その方
法では移植した幹細胞が早期に死滅する課題が
あった。そこで、移植した幹細胞が腱組織内に留
まるようにすることを目的として、幹細胞を凝集
体として培養する研究を実施してきた。本学会で
は、特に凝集体として培養することのメリットを

報告した。
 
○膝蓋腱炎に対する治療方法の比較－PRP療法と
ヒアルロン酸投与－
JF Kaux, N Dardenne, JL Croisier （University of 
Liège, LIÈGE, Belgium）
　内容要約：これまでにヒト膝蓋腱炎の治療法は
数多く報告されている。その中でも、多血小板血漿
(PRP)の注射とヒアルロン酸(HA)の注射はどちら
が優れているのかという点に関して議論が続いて
いる。本研究では、慢性膝蓋腱炎の患者に協力を依
頼して、両治療法の成績を比較した。33名の患者
をPRP投与群とHA投与群の2群に分割して、治療
開始6週間後と3ヶ月後の疼痛、運動機能テストお
よび超音波検査所見を比較した。その結果、両治療
法ともに、患者の疼痛と運動機能テストを改善し
た。特にPRP投与群の患者は、若干であるが疼痛緩
和効果がHA投与群よりも高かった。その一方、両
群間で超音波検査所見に差はなかった。
　本演題は、PRPに関する治療の有効性について
検討した報告である。PRPは血小板を高濃度に含
んだ血漿のことである。PRP中には様々な成長因
子が含まれているため、損傷部の治癒過程を活性
化させ、治療に有効だとされている。近年はプロス
ポーツ選手にこうした治療が実施されていること
から、メディアでもよく取り上げられている。演者
らはPRPによる治療に一定の評価を示したもの
の、結果の解釈にあたって注意すべきことを述べ
ていた。それは、疼痛に関する指標は患者の自己申
告であるため、必ずしも客観的な評価ではないと
いうことである。患者の気持ちや治療に対する考
え方によって、感じる疼痛が変化することがある
(プラシボ効果)ため、それを考慮する必要がある。
　これまでにもPRPがヒトの腱・靱帯疾患に有効
かどうかを調べた研究は数多く存在しており、そ
れらを総合的にまとめた統計研究(メタアナライ
シス)では、本研究と同様にPRPは腱靱帯疾患に有
効だとする結果が得られている。ウマにおいても
PRP療法は腱・靱帯疾患や関節炎疾患に対して有
効だとする報告がある一方、そうした報告はヒト
と比較して少なく、十分なメタアナライシスを実
施することはできない。今後、PRPの有効性を明ら

かにするためには、本演題のように既存の治療法
と比較して検討する必要があると思われる。
 
○ヒトアキレス腱を用いたUltrasound Tissue 
Characterisation 検査所見の確認 
M. Green, S O'Neil l ,  S Byrne（University of 
Leicester, LEICESTER, United Kingdom）
　内容要約：従来の超音波診断装置では腱組織の
配列を定量的に評価することができなかったが、
Ultrasound Tissue Characterisation (UTC)は腱組
織を定量的に評価することが可能とされている。
しかしながら、UTC検査所見と実際のヒト腱組織
所見を比較した報告はこれまでになかった。そこ
で、本調査ではヒト献体を用いて、UTC検査所見と
実際のアキレス腱組織から得られた病理所見を比
較した。その結果、UTC検査所見で得られたエコー
像と、病理所見で得られたⅢ型コラーゲンの存在
が一致した。慢性腱炎の症例でよく観察されるⅢ
型コラーゲンは不完全な腱修復過程によって生じ
るとされている。本研究によって、UTC検査所見は
ヒトアキレス腱の病理組織所見と一致することが
明らかになったため、UTCの有用性が高まった。
　本演題は、UTCという新しい超音波技術に関す
る研究である。UTCは専用のアタッチメントを用
いて、検査対象の腱組織を連続的に記録し、内蔵ソ
フトウェアでそれらを3次元的に再構築すること
が可能である。その3次元画像を用いて腱線維配
列を解析し、正常な部位は青色、異常が認められた
部位を赤色で表示することによって、腱組織の損
傷程度を視覚的に評価できるとされている。MRI
と比較すると機器本体の価格が低く、検査時間が
短いことから、欧米のヒト整形医学領域において
普及が進んでいる。
　上述のように、UTCは腱線維配列を評価できる
とされているが、UTC検査所見で損傷があると判
断された部位が、実際にどのような異常状態に
なっているかについては、詳細な検討がなされて
いなかった。本研究によって、その関係性が明らか
になったことは非常に興味深い。その一方、実際の
ヒトアキレス腱組織から得られたサンプル数が少
なく、結果として、比較している部位が少ない点に
ついては注意が必要だと思われた。また、演者に対

して、「UTC検査所見で正常と判断された部位は、
実際の腱組織ではどのような病理所見だったの
か」と質問したところ、「正常な腱組織部分は実施
していない」という回答であった。今後、UTCをウ

マに使用し、正しく腱の線維配列を評価するにあ
たっては、本研究のような基礎的な調査が重要だ
と考えられた。
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時事解説
　最近、米国内外において馬インフルエンザの発
生が増加しており、ウマの健康を守るためには防
疫対策の実施を必要とする。予防接種は重要な役
割を果たすが、唯一の予防策として依存するべき
ではない。他のインフルエンザウイルスと同様に、
馬インフルエンザウイルスは時間とともに変異す
るため、現在流行しているウイルスに合わせてワ
クチンを定期的に更新する必要がある。ラベルに
表記された指示や米国馬臨床獣医師協会の推奨に
従って、予防接種を受けているウマは、馬インフル
エンザから守られるであろう。研究によると、ワク
チン未接種のウマに経鼻弱毒生ワクチンを使用し
た場合、初回接種後5日以内に防御効果が認めら
れるとの研究がある。しかしながら、100%効果的
なワクチンなど存在しない。最近発生した症例に
対する調査では、予防接種を受けたウマは軽度の
臨床症状を短期間示すのみであるが、未接種のウ
マはより重症で続発性肺炎や胸膜炎を発症しやす
いことが示されている。
　インフルエンザの流行期において、ウマの健康
を守るためには、バイオセキュリティの実施が重
要である。インフルエンザウイルスは鼻と鼻の接
触を介して最も急速に拡がるため、ウマ同士の接
触を制限することか重要であり、新たな入厩馬や
罹患馬の厳重な隔離が必要とされる。感染馬は、健
康馬から最低でも50ヤードは離すべきである。
　もし適切な常設隔離厩舎が利用できない場合に
は、所有地内に一時的な隔離施設を設置できる場
所を選定しなければならない。敷地内に適切な隔
離場所がない場合、敷地外にある使用されていな
い厩舎、イベント会場または動物病院などを隔離
場所に使用することを検討しなければならない。
ウイルスの伝播を防ぐためには、隔離場所に専任
の人材や設備器材を置く必要がある。隔離馬を扱

う際には、使い捨てのカバーオール、手袋やブーツ
カバーを使用するべきである。隔離施設内外でウ
マを世話しなければならない者は、最初に健康馬
を、そして最後に隔離馬を扱うべきである。感染あ
るいはそのおそれのある馬を世話する者は、ウマ
を扱った後にはアルコール系手指消毒薬を使用す
るべきである。
　インフルエンザウイルスは、日光あるいは消毒
薬により不活化できる。本ウイルスは、特に馬房の
掛け金の堅固な表面などの汚染面において2日間
も生存できる。従って、全ての共有器材は使用前後
に徹底的に洗浄、消毒するべきである。
　インフルエンザウイルスの伝播の制御や防止に
おいて重要なことは、全てのウマをモニタリング
することである。モニタリングには、1日2回の体
温測定や全ての臨床所見の記録などが挙げられ
る。モニタリングされている健康馬だけが施設外
への移動を許可されるべきである。呼吸器症状を
示すウマは、直ちに隔離し獣医師の検査を受ける
べきである。ウマは臨床的に健康でウイルスを排
出しなくなるまで隔離するべきである。過去に感
染したことのないウマでは、呼吸器からのインフ
ルエンザウイルス排出が感染後7～10日間続くた
め、感染馬は最低でも14日間隔離し続けなければ
ならない。
　ワクチンの適切な使用やバイオセキュリティの
実施は、感染力の強い馬インフルエンザウイルス
から馬産業を守るために重要である。

連絡先：
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2018年第4四半紀
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の孤立症例が、南アフリカ（RSA）
の東ケープ州、ハウテン州やクワズール・ナタール
州などの流行地で報告された。この時期の発生数
としては例年通りである。
　馬インフルエンザの発生が、エクアドル（1件）、
フランス（3件）ならびに風土病とされている英国
で確認された。本症は米国でも風土病であり、7つ
の州で発生が確認された。そのうちのいくつかは、
複数例の発生であった。
　カナダ、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、腺疫の多数の発生が報
告された。確認された発生/症例数は、カナダで2
件、フランスで28件、ドイツで4件、アイルランド
で5件、スイスで4件であった。英国と米国におい
ては、本症は風土病として報告されている。米国で
は、18州で少なくとも68頭の罹患馬を含む34件
の発生が確認されている。
　馬ヘルペスウイルス 1 型による疾病が、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、英国
ならびに米国で報告された。熱性疾患が南アフリ
カと米国で報告された。呼吸器疾患は、フランス

（8件）、ドイツ（1件）、南アフリカ（1件）ならびに英
国（1件）で確認された。EHV-1 に起因する流産は、
フランス（2例）、ドイツ（2施設で単発症例）、アイ
ルランド（4施設で単発症例）、日本（離れた施設で
2例）ならびに米国（5例）で報告された。南アフリ
カ、英国ならびに米国では、EHV-1による脊髄脳症
の発生が報告された。南アフリカならびに英国で
は単発症例が報告された。その一方で、米国ではア
リゾナ州とカリフォルニア州にある施設で4例確
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（26件）、ドイツ（4例を含む1件）、
英国（7件）ならびに米国（1例）で診断された。米国
ではEHV-4による流産が1例確認された。

　馬ヘルペスウイルス2型／5 型感染症が複数、米
国で報告され、呼吸器疾患が認められる症例も見
られた。フランスでは、馬動脈炎ウイルスの不顕性
感染が1例と本ウイルスによる2例の流産が確認
された。ドイツでは、1頭の種牡馬がキャリアーで
あると確認された。
　馬伝染性貧血が、カナダ（3例）、フランス（1例）
ならびに米国（コロラド州で3例、テキサス州で2
例）で診断された。
　南アフリカとスイスでは、馬ピロプラズマ病が
報告された。南アフリカでは本症は風土病であり、
6州で症例が確認された。スイスではTheileria equi
が1例診断された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ（別々の施設で2頭の
種牡馬）と韓国（全国調査の一環として検査した
2,236頭の種牡馬と繁殖牝馬から得た生殖器スワ
ブのうち13例）で報告された。
　米国では、4例のレプトスピラ性流産と2例の馬
ネオリケッチア症による流産が確認された。
　ドイツでは、サルモネラ菌感染症（血清型は不
明）が1例報告された。
　アルゼンチンではロタウイルス性腸炎が1件発
生し、1施設においてワクチン接種済みの10頭の2
～4か月齢の子馬が罹患した。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染症が8例報告された。
　米国では2018年第4四半期において、東部馬脳
脊髄炎の症例数が急激に減少し、3例しか報告さ
れず、それらは全てニューヨーク州での発生で
あった。
　ウエストナイルウイルスの活動が、カナダ（3
例）、フランス（3例）、ポルトガル（1例）、チュニジ
ア（7例）、トルコ（1例）ならびに米国（70例）で報告
された。
　ロドコッカス関連疾患は米国では風土病であ
る。第4四半期における本症の発生は3件のみ記録
されているが、これは真の発生数を反映するもの
ではない。
　シンガポールでは、1頭のウマに旧世界ラセン
ウジバエ症が認められた。スイスでは、2018年10
月に非定型筋障害が4例報告された。 

サルコイド
　サルコイドは、ウマに最も一般的に認められる
皮膚腫瘍であり、世界のウマの約2%が罹患してい
ると見られる。転移することはないが、特に潰瘍性
の線維芽細胞型の場合には、間違いなく動物福祉
上の問題の原因となる。これは病変自体、病変部に
ハエが集まること、また治療行為による不快感に
よるものである。最も重症例では、病変部が眼瞼機
能を障害し、二次的に眼表面に潰瘍を形成する可
能性がある（図 1）。良性として分類されているが、
明らかに「良性」病変ではなく、決して放置するべ
きではない。サルコイドの存在は、治療費（非常に
高額になることもある）だけでなく、リセールバ
リューの減少による経済的影響を及ぼしてきた。

　サルコイドは、牛パピローマウイルスが原因で
ある明らかな証拠がある。本ウイルスは、感染した
ウシからハエにより伝播されることが多いが、お
そらく感染したウマからも伝播されると考えられ
ている。ウイルスがどのように腫瘍性変化を導く
のか、なぜ二種以上の動物種に発症させることが
できるのかということは、依然として正確には分
かっていない。興味深いことに、（ヒト）パピローマ
ウイルスも、ヒトの子宮頸癌の大部分や頭部や頸
部の腫瘍ではますます高い割合で原因であり、あ
らゆる動物種におけるパピローマウイルス感染の
影響について明らかに学ぶべきことが多くある。
　本症に遺伝的素因があるということにほとんど
疑いはない。温血種では本症の遺伝的素因が証明
されてきた。サルコイド罹患馬同士による繁殖は、
生涯のいずれかのタイミングでサルコイドを発症

するウマを生産するリスクを著しく増加させる。
サルコイド発症リスクには、品種による差異があ
るように思われる。サラブレッド種はスタンダー
ドブレッドよりもサルコイドを発症しやすく、リ
ピッツァナー種はサルコイドにより抵抗性である
と思われる。メラノーマとは異なり、毛色や性別は
発症に影響しない。サルコイドを発症したウマに
認められる特異的な遺伝子変異は、ヒトのウイル
ス性腫瘍にも関連している。この関連性の理由は
はっきり分からないが、免疫機能の違いによると
思われ、このことがサルコイド発症リスクに明ら
かな品種特異的な違いがあることを説明するかも
しれない。
　サルコイドに対する治療法は多いが、一つの治
療法が全ての症例に適しているわけではない。従
来サルコイドは治療しないことが多かったが、ほ
とんどの場合大きくなり、治療が困難となってし
まうため、後遺症が長引くのを避けるためには早
期治療が強く推奨される。治療法としては、局所あ
るいは病巣内投与による化学療法あるいは免疫調
節療法、外科手術、あるいは放射線療法などがあ
る。電気化学療法は比較的新しい治療法であり、非
常に良好な効果が期待できるようであるが、残念
ながら複数回の全身麻酔必要とするため、そのリ
スクを慎重に考慮しなければならない。
　適切な治療法の選択は、主に病変の部位や種類
によって決定される（図2）。他にもレーザー切除
術があり、眼周囲以外の部位に発生した病変のほ
とんどに対して著者の選択する治療法である。眼
周囲の病変は放射線療法によって治療され、予後

は良好である。報告された成功率は、レーザー切除
術は約83%、放射線療法は約90%であり、これらは
他の治療法と比較してウマに対するリスクは最小
で、最も良好な結果を導く。しかしながら、全ての
病変あるいはウマがこれらの治療法の対象として
適しているわけではなく、その鍵となるのは第一
に最も成功すると思われる治療法を選択すること
である。再発性のサルコイドは次第に治療が困難
になり、最初の段階で適切に治療されたサルコイ
ドよりも予後は著しく悪い。
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馬インフルエンザ
　馬インフルエンザ （EI） は米国やヨーロッパで
は風土病と考えられているが、原因となるウイル
ス株には違いがある。長年に亘り米国で流行して
いるウイルスは「フロリダ亜系統クレード1

（FC1）」、ヨーロッパでは「フロリダ亜系統クレー
ド2（FC2）」であった。これらのクレードは2003年
に分かれた。米国におけるFC2の流行は2005年頃
に終了し、ヨーロッパでは2010年までにFC1の流
行の痕跡は消えた。ウマが北米とヨーロッパ間の
広範囲に移動するため、国際馬インフルエンザ専
門家会議は、最近10年間、馬インフルエンザワク
チンがFC1とFC2の両方の代表的なウイルス株を
含むことを推奨してきた。入手できる馬インフル
エンザワクチンのなかには（全てではないもの
の）、推奨を満たすものがある。
　馬インフルエンザウイルスの活動は、米国、ヨー
ロッパやナイジェリアにおいて最近増加してい
る。通常、米国ではウイルスの活動は、変動はある
が非常に低いレベルである。しかし、2018年下四
半期にウイルスの活動は急増し、12州で発生し
た。ナイジェリアでは、広範囲にわたる馬インフル
エンザの発生がロバの保護区域で起こった。フラ
ンス、ベルギー、オランダ、ドイツ、アイルランド、
英国ならびにスコットランドにおいては、2019年

1月および2月に2015年以降初めて馬インフルエ
ンザの複数の発生が報告された。英国では少なく
とも174施設が一時的に封鎖され、2月には競馬開
催を6日間中止した。馬インフルエンザの発生は、
カリフォルニア州、アリゾナ州、オハイオ州、イン
ディアナ州ならびにワシントン州でも報告され
た。
　米国でもヨーロッパでも、これらの発生ではワ
クチンを接種されていた馬もいた。このことは、原
因ウイルスはワクチンに含まれていない新しい株
なのか？という疑問を投げかける。おそらくその
答えは「否」だ。ナイジェリアの原因ウイルスの性
状解析はなされていないが、英国と米国で分離さ
れたウイルスは遺伝子解析によってFC1と同定さ
れている。分離ウイルスには推奨ワクチン株と異
なる2つの変異が存在するが、これらは重要だろ
うか？このことについては、現在も調査中である。
ヨーロッパにFC1が存在しないということはウマ
には感染による免疫がなく、予防はワクチンに依
存しているということを意味する。英国の報告で
は、ワクチンを接種したウマでは臨床症状の期間
が短く軽度であり、このことは、ワクチンが部分的
には有効であるということを示している。ワクチ
ン接種馬に軽度な症状が認められたことは、大量
のウイルスを排出しているワクチン未接種馬と接
触した後の防御免疫レベルが十分レベルではな
かったことを示しているのであろう。
　オーナーや獣医師は、馬インフルエンザからウ
マを守るために何をするべきであろうか？

1．馬インフルエンザの臨床症状を良く知ること。
しばしば激しい発咳が最初の症状として認められ
る。他に認められる症状としては、発熱や鼻漏など
がある。鼻漏は最初たいてい水様性（漿液性）で、続
いて濃く黄色（粘液膿性）に変化する。頻呼吸や食
欲不振を示す場合もある。時々、顎下リンパ節の肥
大あるいは下肢部の浮腫が認められることがあ
る。これら全ての症状が認められるわけではない
ということに留意しなければならない。特に過去
にワクチンを接種したウマは、感染しても症状を
発現しないこともある（不顕性感染）。他の感染症
も馬インフルエンザに似た臨床症状を示す可能性

がある。例として馬ヘルペスウイルス1型や4型あ
るいは腺疫（Streptococcus equi）などである。獣医
師は鼻腔スワブあるいは理想的には鼻咽頭（鼻孔
の奥の喉の背部）スワブを採取し、確定診断のため
に家畜病性鑑定研究所に送付するべきである。鼻
腔 ス ワ ブ の 採 取 方 法 に 関 す る 情 報 は 、
http://vetsci.ca.uky.edu/servicesにて入手できる。
ウマが馬インフルエンザの臨床症状を呈した場
合、経験則的には発熱している間であるが、1週間
はウマを馬房内で休養させるべきである。

2．FC1、FC2の両方に有効なワクチンを接種す
ること。ワクチンに対するウマの抗体反応は永
続しないため、ウマが6ヵ月以上ワクチンを接
種していなければ、ブースターを接種する必要
がある。最後のブースター接種から3ヵ月以下
であれば、免疫は最高に達しているはずであ
る。獣医師に相談し、AAEPのガイドライン

（ h t t p s : / / a a e p . o r g / g u i d e l i n e s /  
vaccination-guidelines/risk-based-vaccination- 
guidelines/equine-influenza）を参照しなさい。馬
インフルエンザが発生しウイルスに曝露される可
能性があれば、発生時に直ちにワクチン接種をす
れば、十分な時間、少なくとも1週間あれば抗体産
生が開始される。

3．かかりつけの獣医師およびウマを連れて行く
施設の管理者あるいは所属獣医師に連絡しなさ
い。馬インフルエンザは発生しているか？もしそ
うならば、所有馬のワクチン接種状況を再確認し、
インフルエンザへの曝露の可能性を再評価しなけ
ればならない。

4．感染症に対するバイオセキュリティは、可能な
限り常に曝露を避けることが最善である。牧場で
の最善のバイオセキュリティは、新入厩馬を在厩
馬から隔離し、十分な時間検疫を実施し、新入厩馬
が疾病を持ち込んでいないことを確認することで
なされる。馬インフルエンザは発咳による飛沫感
染、および感染馬に接触した手や服／器具（媒介
物）による間接感染により伝播する。

連絡先：
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馬ネオリケッチア症：2018年のケンタッキー州に
おける発生
　ウマのポトマック熱として良く知られている馬
ネオリケッチア症（EN）は、Neorickettsia risticiiを
原因とするウマに特有の細菌感染症である。本症
は、ポトマック川の近くで放牧されたウマに散発
的に認められる疾患として、1979年に米国で初め
て報告された。現在の本症の分布は、米国北東部を
はるかに超えて広がっており、米国の43州、カナ
ダの3州、南米ではウルグアイやブラジル、ヨー
ロッパではフランスやオランダ、インドで報告さ
れている。本症は、小川や川に隣接した牧草地に放
牧されたウマに認められることが多い。馬ネオリ
ケッチア症の発生は季節性で、ケンタッキー州で
は主に7月から9月に認められる。
　本症は本来伝染性ではない。ウマは、N. risticiiに
感染したメタセルカリア（吸虫の幼虫）を含む水生
昆虫を偶然に摂取することで感染する。
　本菌の生活環には、淡水有蓋巻貝類やカゲロウ
類やトビケラ類などの水生昆虫が含まれ、後者が
ウマへの感染源である。
　馬ネオリケッチア症は、施設内において孤立症
例あるいは複数症例の発生として認められる。過
去の経験から、ある施設またはある特定の場所で
本症の発生が認められた場合、その後数年間に再
発する傾向がある。
　Neorickettsia risticiiは感受性の高いウマに急性
腸炎を引き起こすことがあり、臨床症状として発
熱、様々な重篤度の疝痛や重度の下痢などが認め
られる。あらゆる年齢や品種のウマが発症する危
険性がある。妊娠牝馬における感染は、感染直後あ
るいは臨床症状が消失してから数ヵ月後に流産を
引き起こす可能性がある。
　馬ネオリケッチア症は、長年、ケンタッキー州で

発生が報告されてきた。本症は年間発生数にばら
つきがあり、春に降雨量が多く、晩春や初夏の気温
が平均気温より高い年に、その発生は増加するこ
とが多い。
　2018年は、6月1日にケンタッキー州で最初に
確認された。8月25日の週までの間に26例が診断
された。この発生数は実際よりもおそらく少ない
だろう。ENは特徴的な臨床症状に加えて、原因菌
に対するポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって確

定診断される。
　合計症例数の詳細な内訳から、本症が9つの地
域で確認され、その多くはケンタッキー州中央部
であったことが明らかとなった（図 3）。罹患馬の
年齢は、1歳から17歳であった。多数を占めたのは
牝馬（20例）であった。最も多い症例はサラブレッ
ド種（18例）であったが、他に6種のウマにも認め
られた。ケンタッキー州で報告された26例のうち
6例は死亡し、その他は生存した。
　ENによる損失を最小限にとどめるには、ウマの
飼育環境を見直し、本症の発生リスクを軽減する
方策についてかかりつけの獣医師に相談するべき
である。ウマが水生昆虫を摂取してしまう機会を
最小限にするためには、夜間に厩舎内や厩舎周辺
やその他の場所の照明を消灯することもまた推奨
されている。

連絡先：
E.S. Rusty Ford
Rusty.ford@ky.gov
Office of the Kentucky State Veterinarian
Frankfort, KY
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時事解説
　最近、米国内外において馬インフルエンザの発
生が増加しており、ウマの健康を守るためには防
疫対策の実施を必要とする。予防接種は重要な役
割を果たすが、唯一の予防策として依存するべき
ではない。他のインフルエンザウイルスと同様に、
馬インフルエンザウイルスは時間とともに変異す
るため、現在流行しているウイルスに合わせてワ
クチンを定期的に更新する必要がある。ラベルに
表記された指示や米国馬臨床獣医師協会の推奨に
従って、予防接種を受けているウマは、馬インフル
エンザから守られるであろう。研究によると、ワク
チン未接種のウマに経鼻弱毒生ワクチンを使用し
た場合、初回接種後5日以内に防御効果が認めら
れるとの研究がある。しかしながら、100%効果的
なワクチンなど存在しない。最近発生した症例に
対する調査では、予防接種を受けたウマは軽度の
臨床症状を短期間示すのみであるが、未接種のウ
マはより重症で続発性肺炎や胸膜炎を発症しやす
いことが示されている。
　インフルエンザの流行期において、ウマの健康
を守るためには、バイオセキュリティの実施が重
要である。インフルエンザウイルスは鼻と鼻の接
触を介して最も急速に拡がるため、ウマ同士の接
触を制限することか重要であり、新たな入厩馬や
罹患馬の厳重な隔離が必要とされる。感染馬は、健
康馬から最低でも50ヤードは離すべきである。
　もし適切な常設隔離厩舎が利用できない場合に
は、所有地内に一時的な隔離施設を設置できる場
所を選定しなければならない。敷地内に適切な隔
離場所がない場合、敷地外にある使用されていな
い厩舎、イベント会場または動物病院などを隔離
場所に使用することを検討しなければならない。
ウイルスの伝播を防ぐためには、隔離場所に専任
の人材や設備器材を置く必要がある。隔離馬を扱

う際には、使い捨てのカバーオール、手袋やブーツ
カバーを使用するべきである。隔離施設内外でウ
マを世話しなければならない者は、最初に健康馬
を、そして最後に隔離馬を扱うべきである。感染あ
るいはそのおそれのある馬を世話する者は、ウマ
を扱った後にはアルコール系手指消毒薬を使用す
るべきである。
　インフルエンザウイルスは、日光あるいは消毒
薬により不活化できる。本ウイルスは、特に馬房の
掛け金の堅固な表面などの汚染面において2日間
も生存できる。従って、全ての共有器材は使用前後
に徹底的に洗浄、消毒するべきである。
　インフルエンザウイルスの伝播の制御や防止に
おいて重要なことは、全てのウマをモニタリング
することである。モニタリングには、1日2回の体
温測定や全ての臨床所見の記録などが挙げられ
る。モニタリングされている健康馬だけが施設外
への移動を許可されるべきである。呼吸器症状を
示すウマは、直ちに隔離し獣医師の検査を受ける
べきである。ウマは臨床的に健康でウイルスを排
出しなくなるまで隔離するべきである。過去に感
染したことのないウマでは、呼吸器からのインフ
ルエンザウイルス排出が感染後7～10日間続くた
め、感染馬は最低でも14日間隔離し続けなければ
ならない。
　ワクチンの適切な使用やバイオセキュリティの
実施は、感染力の強い馬インフルエンザウイルス
から馬産業を守るために重要である。
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2018年第4四半紀
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の孤立症例が、南アフリカ（RSA）
の東ケープ州、ハウテン州やクワズール・ナタール
州などの流行地で報告された。この時期の発生数
としては例年通りである。
　馬インフルエンザの発生が、エクアドル（1件）、
フランス（3件）ならびに風土病とされている英国
で確認された。本症は米国でも風土病であり、7つ
の州で発生が確認された。そのうちのいくつかは、
複数例の発生であった。
　カナダ、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、腺疫の多数の発生が報
告された。確認された発生/症例数は、カナダで2
件、フランスで28件、ドイツで4件、アイルランド
で5件、スイスで4件であった。英国と米国におい
ては、本症は風土病として報告されている。米国で
は、18州で少なくとも68頭の罹患馬を含む34件
の発生が確認されている。
　馬ヘルペスウイルス 1 型による疾病が、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、英国
ならびに米国で報告された。熱性疾患が南アフリ
カと米国で報告された。呼吸器疾患は、フランス

（8件）、ドイツ（1件）、南アフリカ（1件）ならびに英
国（1件）で確認された。EHV-1 に起因する流産は、
フランス（2例）、ドイツ（2施設で単発症例）、アイ
ルランド（4施設で単発症例）、日本（離れた施設で
2例）ならびに米国（5例）で報告された。南アフリ
カ、英国ならびに米国では、EHV-1による脊髄脳症
の発生が報告された。南アフリカならびに英国で
は単発症例が報告された。その一方で、米国ではア
リゾナ州とカリフォルニア州にある施設で4例確
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（26件）、ドイツ（4例を含む1件）、
英国（7件）ならびに米国（1例）で診断された。米国
ではEHV-4による流産が1例確認された。

　馬ヘルペスウイルス2型／5 型感染症が複数、米
国で報告され、呼吸器疾患が認められる症例も見
られた。フランスでは、馬動脈炎ウイルスの不顕性
感染が1例と本ウイルスによる2例の流産が確認
された。ドイツでは、1頭の種牡馬がキャリアーで
あると確認された。
　馬伝染性貧血が、カナダ（3例）、フランス（1例）
ならびに米国（コロラド州で3例、テキサス州で2
例）で診断された。
　南アフリカとスイスでは、馬ピロプラズマ病が
報告された。南アフリカでは本症は風土病であり、
6州で症例が確認された。スイスではTheileria equi
が1例診断された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ（別々の施設で2頭の
種牡馬）と韓国（全国調査の一環として検査した
2,236頭の種牡馬と繁殖牝馬から得た生殖器スワ
ブのうち13例）で報告された。
　米国では、4例のレプトスピラ性流産と2例の馬
ネオリケッチア症による流産が確認された。
　ドイツでは、サルモネラ菌感染症（血清型は不
明）が1例報告された。
　アルゼンチンではロタウイルス性腸炎が1件発
生し、1施設においてワクチン接種済みの10頭の2
～4か月齢の子馬が罹患した。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染症が8例報告された。
　米国では2018年第4四半期において、東部馬脳
脊髄炎の症例数が急激に減少し、3例しか報告さ
れず、それらは全てニューヨーク州での発生で
あった。
　ウエストナイルウイルスの活動が、カナダ（3
例）、フランス（3例）、ポルトガル（1例）、チュニジ
ア（7例）、トルコ（1例）ならびに米国（70例）で報告
された。
　ロドコッカス関連疾患は米国では風土病であ
る。第4四半期における本症の発生は3件のみ記録
されているが、これは真の発生数を反映するもの
ではない。
　シンガポールでは、1頭のウマに旧世界ラセン
ウジバエ症が認められた。スイスでは、2018年10
月に非定型筋障害が4例報告された。 

サルコイド
　サルコイドは、ウマに最も一般的に認められる
皮膚腫瘍であり、世界のウマの約2%が罹患してい
ると見られる。転移することはないが、特に潰瘍性
の線維芽細胞型の場合には、間違いなく動物福祉
上の問題の原因となる。これは病変自体、病変部に
ハエが集まること、また治療行為による不快感に
よるものである。最も重症例では、病変部が眼瞼機
能を障害し、二次的に眼表面に潰瘍を形成する可
能性がある（図 1）。良性として分類されているが、
明らかに「良性」病変ではなく、決して放置するべ
きではない。サルコイドの存在は、治療費（非常に
高額になることもある）だけでなく、リセールバ
リューの減少による経済的影響を及ぼしてきた。

　サルコイドは、牛パピローマウイルスが原因で
ある明らかな証拠がある。本ウイルスは、感染した
ウシからハエにより伝播されることが多いが、お
そらく感染したウマからも伝播されると考えられ
ている。ウイルスがどのように腫瘍性変化を導く
のか、なぜ二種以上の動物種に発症させることが
できるのかということは、依然として正確には分
かっていない。興味深いことに、（ヒト）パピローマ
ウイルスも、ヒトの子宮頸癌の大部分や頭部や頸
部の腫瘍ではますます高い割合で原因であり、あ
らゆる動物種におけるパピローマウイルス感染の
影響について明らかに学ぶべきことが多くある。
　本症に遺伝的素因があるということにほとんど
疑いはない。温血種では本症の遺伝的素因が証明
されてきた。サルコイド罹患馬同士による繁殖は、
生涯のいずれかのタイミングでサルコイドを発症

するウマを生産するリスクを著しく増加させる。
サルコイド発症リスクには、品種による差異があ
るように思われる。サラブレッド種はスタンダー
ドブレッドよりもサルコイドを発症しやすく、リ
ピッツァナー種はサルコイドにより抵抗性である
と思われる。メラノーマとは異なり、毛色や性別は
発症に影響しない。サルコイドを発症したウマに
認められる特異的な遺伝子変異は、ヒトのウイル
ス性腫瘍にも関連している。この関連性の理由は
はっきり分からないが、免疫機能の違いによると
思われ、このことがサルコイド発症リスクに明ら
かな品種特異的な違いがあることを説明するかも
しれない。
　サルコイドに対する治療法は多いが、一つの治
療法が全ての症例に適しているわけではない。従
来サルコイドは治療しないことが多かったが、ほ
とんどの場合大きくなり、治療が困難となってし
まうため、後遺症が長引くのを避けるためには早
期治療が強く推奨される。治療法としては、局所あ
るいは病巣内投与による化学療法あるいは免疫調
節療法、外科手術、あるいは放射線療法などがあ
る。電気化学療法は比較的新しい治療法であり、非
常に良好な効果が期待できるようであるが、残念
ながら複数回の全身麻酔必要とするため、そのリ
スクを慎重に考慮しなければならない。
　適切な治療法の選択は、主に病変の部位や種類
によって決定される（図2）。他にもレーザー切除
術があり、眼周囲以外の部位に発生した病変のほ
とんどに対して著者の選択する治療法である。眼
周囲の病変は放射線療法によって治療され、予後

は良好である。報告された成功率は、レーザー切除
術は約83%、放射線療法は約90%であり、これらは
他の治療法と比較してウマに対するリスクは最小
で、最も良好な結果を導く。しかしながら、全ての
病変あるいはウマがこれらの治療法の対象として
適しているわけではなく、その鍵となるのは第一
に最も成功すると思われる治療法を選択すること
である。再発性のサルコイドは次第に治療が困難
になり、最初の段階で適切に治療されたサルコイ
ドよりも予後は著しく悪い。

連絡先：
Anna Hollis, BVetMed DACVIM DipECEIM MRCVS
anna.hollis@aht.org.uk
Animal Health Trust
Newmarket, UK

馬インフルエンザ
　馬インフルエンザ （EI） は米国やヨーロッパで
は風土病と考えられているが、原因となるウイル
ス株には違いがある。長年に亘り米国で流行して
いるウイルスは「フロリダ亜系統クレード1

（FC1）」、ヨーロッパでは「フロリダ亜系統クレー
ド2（FC2）」であった。これらのクレードは2003年
に分かれた。米国におけるFC2の流行は2005年頃
に終了し、ヨーロッパでは2010年までにFC1の流
行の痕跡は消えた。ウマが北米とヨーロッパ間の
広範囲に移動するため、国際馬インフルエンザ専
門家会議は、最近10年間、馬インフルエンザワク
チンがFC1とFC2の両方の代表的なウイルス株を
含むことを推奨してきた。入手できる馬インフル
エンザワクチンのなかには（全てではないもの
の）、推奨を満たすものがある。
　馬インフルエンザウイルスの活動は、米国、ヨー
ロッパやナイジェリアにおいて最近増加してい
る。通常、米国ではウイルスの活動は、変動はある
が非常に低いレベルである。しかし、2018年下四
半期にウイルスの活動は急増し、12州で発生し
た。ナイジェリアでは、広範囲にわたる馬インフル
エンザの発生がロバの保護区域で起こった。フラ
ンス、ベルギー、オランダ、ドイツ、アイルランド、
英国ならびにスコットランドにおいては、2019年

1月および2月に2015年以降初めて馬インフルエ
ンザの複数の発生が報告された。英国では少なく
とも174施設が一時的に封鎖され、2月には競馬開
催を6日間中止した。馬インフルエンザの発生は、
カリフォルニア州、アリゾナ州、オハイオ州、イン
ディアナ州ならびにワシントン州でも報告され
た。
　米国でもヨーロッパでも、これらの発生ではワ
クチンを接種されていた馬もいた。このことは、原
因ウイルスはワクチンに含まれていない新しい株
なのか？という疑問を投げかける。おそらくその
答えは「否」だ。ナイジェリアの原因ウイルスの性
状解析はなされていないが、英国と米国で分離さ
れたウイルスは遺伝子解析によってFC1と同定さ
れている。分離ウイルスには推奨ワクチン株と異
なる2つの変異が存在するが、これらは重要だろ
うか？このことについては、現在も調査中である。
ヨーロッパにFC1が存在しないということはウマ
には感染による免疫がなく、予防はワクチンに依
存しているということを意味する。英国の報告で
は、ワクチンを接種したウマでは臨床症状の期間
が短く軽度であり、このことは、ワクチンが部分的
には有効であるということを示している。ワクチ
ン接種馬に軽度な症状が認められたことは、大量
のウイルスを排出しているワクチン未接種馬と接
触した後の防御免疫レベルが十分レベルではな
かったことを示しているのであろう。
　オーナーや獣医師は、馬インフルエンザからウ
マを守るために何をするべきであろうか？

1．馬インフルエンザの臨床症状を良く知ること。
しばしば激しい発咳が最初の症状として認められ
る。他に認められる症状としては、発熱や鼻漏など
がある。鼻漏は最初たいてい水様性（漿液性）で、続
いて濃く黄色（粘液膿性）に変化する。頻呼吸や食
欲不振を示す場合もある。時々、顎下リンパ節の肥
大あるいは下肢部の浮腫が認められることがあ
る。これら全ての症状が認められるわけではない
ということに留意しなければならない。特に過去
にワクチンを接種したウマは、感染しても症状を
発現しないこともある（不顕性感染）。他の感染症
も馬インフルエンザに似た臨床症状を示す可能性

がある。例として馬ヘルペスウイルス1型や4型あ
るいは腺疫（Streptococcus equi）などである。獣医
師は鼻腔スワブあるいは理想的には鼻咽頭（鼻孔
の奥の喉の背部）スワブを採取し、確定診断のため
に家畜病性鑑定研究所に送付するべきである。鼻
腔 ス ワ ブ の 採 取 方 法 に 関 す る 情 報 は 、
http://vetsci.ca.uky.edu/servicesにて入手できる。
ウマが馬インフルエンザの臨床症状を呈した場
合、経験則的には発熱している間であるが、1週間
はウマを馬房内で休養させるべきである。

2．FC1、FC2の両方に有効なワクチンを接種す
ること。ワクチンに対するウマの抗体反応は永
続しないため、ウマが6ヵ月以上ワクチンを接
種していなければ、ブースターを接種する必要
がある。最後のブースター接種から3ヵ月以下
であれば、免疫は最高に達しているはずであ
る。獣医師に相談し、AAEPのガイドライン

（ h t t p s : / / a a e p . o r g / g u i d e l i n e s /  
vaccination-guidelines/risk-based-vaccination- 
guidelines/equine-influenza）を参照しなさい。馬
インフルエンザが発生しウイルスに曝露される可
能性があれば、発生時に直ちにワクチン接種をす
れば、十分な時間、少なくとも1週間あれば抗体産
生が開始される。

3．かかりつけの獣医師およびウマを連れて行く
施設の管理者あるいは所属獣医師に連絡しなさ
い。馬インフルエンザは発生しているか？もしそ
うならば、所有馬のワクチン接種状況を再確認し、
インフルエンザへの曝露の可能性を再評価しなけ
ればならない。

4．感染症に対するバイオセキュリティは、可能な
限り常に曝露を避けることが最善である。牧場で
の最善のバイオセキュリティは、新入厩馬を在厩
馬から隔離し、十分な時間検疫を実施し、新入厩馬
が疾病を持ち込んでいないことを確認することで
なされる。馬インフルエンザは発咳による飛沫感
染、および感染馬に接触した手や服／器具（媒介
物）による間接感染により伝播する。

連絡先：
Thomas Chambers, PhD
tmcham1@uky.edu
(859) 218-1126
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY 

馬ネオリケッチア症：2018年のケンタッキー州に
おける発生
　ウマのポトマック熱として良く知られている馬
ネオリケッチア症（EN）は、Neorickettsia risticiiを
原因とするウマに特有の細菌感染症である。本症
は、ポトマック川の近くで放牧されたウマに散発
的に認められる疾患として、1979年に米国で初め
て報告された。現在の本症の分布は、米国北東部を
はるかに超えて広がっており、米国の43州、カナ
ダの3州、南米ではウルグアイやブラジル、ヨー
ロッパではフランスやオランダ、インドで報告さ
れている。本症は、小川や川に隣接した牧草地に放
牧されたウマに認められることが多い。馬ネオリ
ケッチア症の発生は季節性で、ケンタッキー州で
は主に7月から9月に認められる。
　本症は本来伝染性ではない。ウマは、N. risticiiに
感染したメタセルカリア（吸虫の幼虫）を含む水生
昆虫を偶然に摂取することで感染する。
　本菌の生活環には、淡水有蓋巻貝類やカゲロウ
類やトビケラ類などの水生昆虫が含まれ、後者が
ウマへの感染源である。
　馬ネオリケッチア症は、施設内において孤立症
例あるいは複数症例の発生として認められる。過
去の経験から、ある施設またはある特定の場所で
本症の発生が認められた場合、その後数年間に再
発する傾向がある。
　Neorickettsia risticiiは感受性の高いウマに急性
腸炎を引き起こすことがあり、臨床症状として発
熱、様々な重篤度の疝痛や重度の下痢などが認め
られる。あらゆる年齢や品種のウマが発症する危
険性がある。妊娠牝馬における感染は、感染直後あ
るいは臨床症状が消失してから数ヵ月後に流産を
引き起こす可能性がある。
　馬ネオリケッチア症は、長年、ケンタッキー州で

発生が報告されてきた。本症は年間発生数にばら
つきがあり、春に降雨量が多く、晩春や初夏の気温
が平均気温より高い年に、その発生は増加するこ
とが多い。
　2018年は、6月1日にケンタッキー州で最初に
確認された。8月25日の週までの間に26例が診断
された。この発生数は実際よりもおそらく少ない
だろう。ENは特徴的な臨床症状に加えて、原因菌
に対するポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって確

定診断される。
　合計症例数の詳細な内訳から、本症が9つの地
域で確認され、その多くはケンタッキー州中央部
であったことが明らかとなった（図 3）。罹患馬の
年齢は、1歳から17歳であった。多数を占めたのは
牝馬（20例）であった。最も多い症例はサラブレッ
ド種（18例）であったが、他に6種のウマにも認め
られた。ケンタッキー州で報告された26例のうち
6例は死亡し、その他は生存した。
　ENによる損失を最小限にとどめるには、ウマの
飼育環境を見直し、本症の発生リスクを軽減する
方策についてかかりつけの獣医師に相談するべき
である。ウマが水生昆虫を摂取してしまう機会を
最小限にするためには、夜間に厩舎内や厩舎周辺
やその他の場所の照明を消灯することもまた推奨
されている。

連絡先：
E.S. Rusty Ford
Rusty.ford@ky.gov
Office of the Kentucky State Veterinarian
Frankfort, KY



（238） 馬の科学　Vol.56（3）2019

時事解説
　最近、米国内外において馬インフルエンザの発
生が増加しており、ウマの健康を守るためには防
疫対策の実施を必要とする。予防接種は重要な役
割を果たすが、唯一の予防策として依存するべき
ではない。他のインフルエンザウイルスと同様に、
馬インフルエンザウイルスは時間とともに変異す
るため、現在流行しているウイルスに合わせてワ
クチンを定期的に更新する必要がある。ラベルに
表記された指示や米国馬臨床獣医師協会の推奨に
従って、予防接種を受けているウマは、馬インフル
エンザから守られるであろう。研究によると、ワク
チン未接種のウマに経鼻弱毒生ワクチンを使用し
た場合、初回接種後5日以内に防御効果が認めら
れるとの研究がある。しかしながら、100%効果的
なワクチンなど存在しない。最近発生した症例に
対する調査では、予防接種を受けたウマは軽度の
臨床症状を短期間示すのみであるが、未接種のウ
マはより重症で続発性肺炎や胸膜炎を発症しやす
いことが示されている。
　インフルエンザの流行期において、ウマの健康
を守るためには、バイオセキュリティの実施が重
要である。インフルエンザウイルスは鼻と鼻の接
触を介して最も急速に拡がるため、ウマ同士の接
触を制限することか重要であり、新たな入厩馬や
罹患馬の厳重な隔離が必要とされる。感染馬は、健
康馬から最低でも50ヤードは離すべきである。
　もし適切な常設隔離厩舎が利用できない場合に
は、所有地内に一時的な隔離施設を設置できる場
所を選定しなければならない。敷地内に適切な隔
離場所がない場合、敷地外にある使用されていな
い厩舎、イベント会場または動物病院などを隔離
場所に使用することを検討しなければならない。
ウイルスの伝播を防ぐためには、隔離場所に専任
の人材や設備器材を置く必要がある。隔離馬を扱

う際には、使い捨てのカバーオール、手袋やブーツ
カバーを使用するべきである。隔離施設内外でウ
マを世話しなければならない者は、最初に健康馬
を、そして最後に隔離馬を扱うべきである。感染あ
るいはそのおそれのある馬を世話する者は、ウマ
を扱った後にはアルコール系手指消毒薬を使用す
るべきである。
　インフルエンザウイルスは、日光あるいは消毒
薬により不活化できる。本ウイルスは、特に馬房の
掛け金の堅固な表面などの汚染面において2日間
も生存できる。従って、全ての共有器材は使用前後
に徹底的に洗浄、消毒するべきである。
　インフルエンザウイルスの伝播の制御や防止に
おいて重要なことは、全てのウマをモニタリング
することである。モニタリングには、1日2回の体
温測定や全ての臨床所見の記録などが挙げられ
る。モニタリングされている健康馬だけが施設外
への移動を許可されるべきである。呼吸器症状を
示すウマは、直ちに隔離し獣医師の検査を受ける
べきである。ウマは臨床的に健康でウイルスを排
出しなくなるまで隔離するべきである。過去に感
染したことのないウマでは、呼吸器からのインフ
ルエンザウイルス排出が感染後7～10日間続くた
め、感染馬は最低でも14日間隔離し続けなければ
ならない。
　ワクチンの適切な使用やバイオセキュリティの
実施は、感染力の強い馬インフルエンザウイルス
から馬産業を守るために重要である。

連絡先：
Katie Flynn, BVMS
katherine.flynn@cdfa.ca.gov
(916) 900-5039
California Department of Food and Agriculture, 
Animal

Health Branch
Sacramento, CA

2018年第4四半紀
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の孤立症例が、南アフリカ（RSA）
の東ケープ州、ハウテン州やクワズール・ナタール
州などの流行地で報告された。この時期の発生数
としては例年通りである。
　馬インフルエンザの発生が、エクアドル（1件）、
フランス（3件）ならびに風土病とされている英国
で確認された。本症は米国でも風土病であり、7つ
の州で発生が確認された。そのうちのいくつかは、
複数例の発生であった。
　カナダ、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、腺疫の多数の発生が報
告された。確認された発生/症例数は、カナダで2
件、フランスで28件、ドイツで4件、アイルランド
で5件、スイスで4件であった。英国と米国におい
ては、本症は風土病として報告されている。米国で
は、18州で少なくとも68頭の罹患馬を含む34件
の発生が確認されている。
　馬ヘルペスウイルス 1 型による疾病が、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、英国
ならびに米国で報告された。熱性疾患が南アフリ
カと米国で報告された。呼吸器疾患は、フランス

（8件）、ドイツ（1件）、南アフリカ（1件）ならびに英
国（1件）で確認された。EHV-1 に起因する流産は、
フランス（2例）、ドイツ（2施設で単発症例）、アイ
ルランド（4施設で単発症例）、日本（離れた施設で
2例）ならびに米国（5例）で報告された。南アフリ
カ、英国ならびに米国では、EHV-1による脊髄脳症
の発生が報告された。南アフリカならびに英国で
は単発症例が報告された。その一方で、米国ではア
リゾナ州とカリフォルニア州にある施設で4例確
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（26件）、ドイツ（4例を含む1件）、
英国（7件）ならびに米国（1例）で診断された。米国
ではEHV-4による流産が1例確認された。

　馬ヘルペスウイルス2型／5 型感染症が複数、米
国で報告され、呼吸器疾患が認められる症例も見
られた。フランスでは、馬動脈炎ウイルスの不顕性
感染が1例と本ウイルスによる2例の流産が確認
された。ドイツでは、1頭の種牡馬がキャリアーで
あると確認された。
　馬伝染性貧血が、カナダ（3例）、フランス（1例）
ならびに米国（コロラド州で3例、テキサス州で2
例）で診断された。
　南アフリカとスイスでは、馬ピロプラズマ病が
報告された。南アフリカでは本症は風土病であり、
6州で症例が確認された。スイスではTheileria equi
が1例診断された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ（別々の施設で2頭の
種牡馬）と韓国（全国調査の一環として検査した
2,236頭の種牡馬と繁殖牝馬から得た生殖器スワ
ブのうち13例）で報告された。
　米国では、4例のレプトスピラ性流産と2例の馬
ネオリケッチア症による流産が確認された。
　ドイツでは、サルモネラ菌感染症（血清型は不
明）が1例報告された。
　アルゼンチンではロタウイルス性腸炎が1件発
生し、1施設においてワクチン接種済みの10頭の2
～4か月齢の子馬が罹患した。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染症が8例報告された。
　米国では2018年第4四半期において、東部馬脳
脊髄炎の症例数が急激に減少し、3例しか報告さ
れず、それらは全てニューヨーク州での発生で
あった。
　ウエストナイルウイルスの活動が、カナダ（3
例）、フランス（3例）、ポルトガル（1例）、チュニジ
ア（7例）、トルコ（1例）ならびに米国（70例）で報告
された。
　ロドコッカス関連疾患は米国では風土病であ
る。第4四半期における本症の発生は3件のみ記録
されているが、これは真の発生数を反映するもの
ではない。
　シンガポールでは、1頭のウマに旧世界ラセン
ウジバエ症が認められた。スイスでは、2018年10
月に非定型筋障害が4例報告された。 

サルコイド
　サルコイドは、ウマに最も一般的に認められる
皮膚腫瘍であり、世界のウマの約2%が罹患してい
ると見られる。転移することはないが、特に潰瘍性
の線維芽細胞型の場合には、間違いなく動物福祉
上の問題の原因となる。これは病変自体、病変部に
ハエが集まること、また治療行為による不快感に
よるものである。最も重症例では、病変部が眼瞼機
能を障害し、二次的に眼表面に潰瘍を形成する可
能性がある（図 1）。良性として分類されているが、
明らかに「良性」病変ではなく、決して放置するべ
きではない。サルコイドの存在は、治療費（非常に
高額になることもある）だけでなく、リセールバ
リューの減少による経済的影響を及ぼしてきた。

　サルコイドは、牛パピローマウイルスが原因で
ある明らかな証拠がある。本ウイルスは、感染した
ウシからハエにより伝播されることが多いが、お
そらく感染したウマからも伝播されると考えられ
ている。ウイルスがどのように腫瘍性変化を導く
のか、なぜ二種以上の動物種に発症させることが
できるのかということは、依然として正確には分
かっていない。興味深いことに、（ヒト）パピローマ
ウイルスも、ヒトの子宮頸癌の大部分や頭部や頸
部の腫瘍ではますます高い割合で原因であり、あ
らゆる動物種におけるパピローマウイルス感染の
影響について明らかに学ぶべきことが多くある。
　本症に遺伝的素因があるということにほとんど
疑いはない。温血種では本症の遺伝的素因が証明
されてきた。サルコイド罹患馬同士による繁殖は、
生涯のいずれかのタイミングでサルコイドを発症

するウマを生産するリスクを著しく増加させる。
サルコイド発症リスクには、品種による差異があ
るように思われる。サラブレッド種はスタンダー
ドブレッドよりもサルコイドを発症しやすく、リ
ピッツァナー種はサルコイドにより抵抗性である
と思われる。メラノーマとは異なり、毛色や性別は
発症に影響しない。サルコイドを発症したウマに
認められる特異的な遺伝子変異は、ヒトのウイル
ス性腫瘍にも関連している。この関連性の理由は
はっきり分からないが、免疫機能の違いによると
思われ、このことがサルコイド発症リスクに明ら
かな品種特異的な違いがあることを説明するかも
しれない。
　サルコイドに対する治療法は多いが、一つの治
療法が全ての症例に適しているわけではない。従
来サルコイドは治療しないことが多かったが、ほ
とんどの場合大きくなり、治療が困難となってし
まうため、後遺症が長引くのを避けるためには早
期治療が強く推奨される。治療法としては、局所あ
るいは病巣内投与による化学療法あるいは免疫調
節療法、外科手術、あるいは放射線療法などがあ
る。電気化学療法は比較的新しい治療法であり、非
常に良好な効果が期待できるようであるが、残念
ながら複数回の全身麻酔必要とするため、そのリ
スクを慎重に考慮しなければならない。
　適切な治療法の選択は、主に病変の部位や種類
によって決定される（図2）。他にもレーザー切除
術があり、眼周囲以外の部位に発生した病変のほ
とんどに対して著者の選択する治療法である。眼
周囲の病変は放射線療法によって治療され、予後

は良好である。報告された成功率は、レーザー切除
術は約83%、放射線療法は約90%であり、これらは
他の治療法と比較してウマに対するリスクは最小
で、最も良好な結果を導く。しかしながら、全ての
病変あるいはウマがこれらの治療法の対象として
適しているわけではなく、その鍵となるのは第一
に最も成功すると思われる治療法を選択すること
である。再発性のサルコイドは次第に治療が困難
になり、最初の段階で適切に治療されたサルコイ
ドよりも予後は著しく悪い。

連絡先：
Anna Hollis, BVetMed DACVIM DipECEIM MRCVS
anna.hollis@aht.org.uk
Animal Health Trust
Newmarket, UK

馬インフルエンザ
　馬インフルエンザ （EI） は米国やヨーロッパで
は風土病と考えられているが、原因となるウイル
ス株には違いがある。長年に亘り米国で流行して
いるウイルスは「フロリダ亜系統クレード1

（FC1）」、ヨーロッパでは「フロリダ亜系統クレー
ド2（FC2）」であった。これらのクレードは2003年
に分かれた。米国におけるFC2の流行は2005年頃
に終了し、ヨーロッパでは2010年までにFC1の流
行の痕跡は消えた。ウマが北米とヨーロッパ間の
広範囲に移動するため、国際馬インフルエンザ専
門家会議は、最近10年間、馬インフルエンザワク
チンがFC1とFC2の両方の代表的なウイルス株を
含むことを推奨してきた。入手できる馬インフル
エンザワクチンのなかには（全てではないもの
の）、推奨を満たすものがある。
　馬インフルエンザウイルスの活動は、米国、ヨー
ロッパやナイジェリアにおいて最近増加してい
る。通常、米国ではウイルスの活動は、変動はある
が非常に低いレベルである。しかし、2018年下四
半期にウイルスの活動は急増し、12州で発生し
た。ナイジェリアでは、広範囲にわたる馬インフル
エンザの発生がロバの保護区域で起こった。フラ
ンス、ベルギー、オランダ、ドイツ、アイルランド、
英国ならびにスコットランドにおいては、2019年

1月および2月に2015年以降初めて馬インフルエ
ンザの複数の発生が報告された。英国では少なく
とも174施設が一時的に封鎖され、2月には競馬開
催を6日間中止した。馬インフルエンザの発生は、
カリフォルニア州、アリゾナ州、オハイオ州、イン
ディアナ州ならびにワシントン州でも報告され
た。
　米国でもヨーロッパでも、これらの発生ではワ
クチンを接種されていた馬もいた。このことは、原
因ウイルスはワクチンに含まれていない新しい株
なのか？という疑問を投げかける。おそらくその
答えは「否」だ。ナイジェリアの原因ウイルスの性
状解析はなされていないが、英国と米国で分離さ
れたウイルスは遺伝子解析によってFC1と同定さ
れている。分離ウイルスには推奨ワクチン株と異
なる2つの変異が存在するが、これらは重要だろ
うか？このことについては、現在も調査中である。
ヨーロッパにFC1が存在しないということはウマ
には感染による免疫がなく、予防はワクチンに依
存しているということを意味する。英国の報告で
は、ワクチンを接種したウマでは臨床症状の期間
が短く軽度であり、このことは、ワクチンが部分的
には有効であるということを示している。ワクチ
ン接種馬に軽度な症状が認められたことは、大量
のウイルスを排出しているワクチン未接種馬と接
触した後の防御免疫レベルが十分レベルではな
かったことを示しているのであろう。
　オーナーや獣医師は、馬インフルエンザからウ
マを守るために何をするべきであろうか？

1．馬インフルエンザの臨床症状を良く知ること。
しばしば激しい発咳が最初の症状として認められ
る。他に認められる症状としては、発熱や鼻漏など
がある。鼻漏は最初たいてい水様性（漿液性）で、続
いて濃く黄色（粘液膿性）に変化する。頻呼吸や食
欲不振を示す場合もある。時々、顎下リンパ節の肥
大あるいは下肢部の浮腫が認められることがあ
る。これら全ての症状が認められるわけではない
ということに留意しなければならない。特に過去
にワクチンを接種したウマは、感染しても症状を
発現しないこともある（不顕性感染）。他の感染症
も馬インフルエンザに似た臨床症状を示す可能性

がある。例として馬ヘルペスウイルス1型や4型あ
るいは腺疫（Streptococcus equi）などである。獣医
師は鼻腔スワブあるいは理想的には鼻咽頭（鼻孔
の奥の喉の背部）スワブを採取し、確定診断のため
に家畜病性鑑定研究所に送付するべきである。鼻
腔 ス ワ ブ の 採 取 方 法 に 関 す る 情 報 は 、
http://vetsci.ca.uky.edu/servicesにて入手できる。
ウマが馬インフルエンザの臨床症状を呈した場
合、経験則的には発熱している間であるが、1週間
はウマを馬房内で休養させるべきである。

2．FC1、FC2の両方に有効なワクチンを接種す
ること。ワクチンに対するウマの抗体反応は永
続しないため、ウマが6ヵ月以上ワクチンを接
種していなければ、ブースターを接種する必要
がある。最後のブースター接種から3ヵ月以下
であれば、免疫は最高に達しているはずであ
る。獣医師に相談し、AAEPのガイドライン

（ h t t p s : / / a a e p . o r g / g u i d e l i n e s /  
vaccination-guidelines/risk-based-vaccination- 
guidelines/equine-influenza）を参照しなさい。馬
インフルエンザが発生しウイルスに曝露される可
能性があれば、発生時に直ちにワクチン接種をす
れば、十分な時間、少なくとも1週間あれば抗体産
生が開始される。

3．かかりつけの獣医師およびウマを連れて行く
施設の管理者あるいは所属獣医師に連絡しなさ
い。馬インフルエンザは発生しているか？もしそ
うならば、所有馬のワクチン接種状況を再確認し、
インフルエンザへの曝露の可能性を再評価しなけ
ればならない。

4．感染症に対するバイオセキュリティは、可能な
限り常に曝露を避けることが最善である。牧場で
の最善のバイオセキュリティは、新入厩馬を在厩
馬から隔離し、十分な時間検疫を実施し、新入厩馬
が疾病を持ち込んでいないことを確認することで
なされる。馬インフルエンザは発咳による飛沫感
染、および感染馬に接触した手や服／器具（媒介
物）による間接感染により伝播する。

連絡先：
Thomas Chambers, PhD
tmcham1@uky.edu
(859) 218-1126
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY 

馬ネオリケッチア症：2018年のケンタッキー州に
おける発生
　ウマのポトマック熱として良く知られている馬
ネオリケッチア症（EN）は、Neorickettsia risticiiを
原因とするウマに特有の細菌感染症である。本症
は、ポトマック川の近くで放牧されたウマに散発
的に認められる疾患として、1979年に米国で初め
て報告された。現在の本症の分布は、米国北東部を
はるかに超えて広がっており、米国の43州、カナ
ダの3州、南米ではウルグアイやブラジル、ヨー
ロッパではフランスやオランダ、インドで報告さ
れている。本症は、小川や川に隣接した牧草地に放
牧されたウマに認められることが多い。馬ネオリ
ケッチア症の発生は季節性で、ケンタッキー州で
は主に7月から9月に認められる。
　本症は本来伝染性ではない。ウマは、N. risticiiに
感染したメタセルカリア（吸虫の幼虫）を含む水生
昆虫を偶然に摂取することで感染する。
　本菌の生活環には、淡水有蓋巻貝類やカゲロウ
類やトビケラ類などの水生昆虫が含まれ、後者が
ウマへの感染源である。
　馬ネオリケッチア症は、施設内において孤立症
例あるいは複数症例の発生として認められる。過
去の経験から、ある施設またはある特定の場所で
本症の発生が認められた場合、その後数年間に再
発する傾向がある。
　Neorickettsia risticiiは感受性の高いウマに急性
腸炎を引き起こすことがあり、臨床症状として発
熱、様々な重篤度の疝痛や重度の下痢などが認め
られる。あらゆる年齢や品種のウマが発症する危
険性がある。妊娠牝馬における感染は、感染直後あ
るいは臨床症状が消失してから数ヵ月後に流産を
引き起こす可能性がある。
　馬ネオリケッチア症は、長年、ケンタッキー州で

発生が報告されてきた。本症は年間発生数にばら
つきがあり、春に降雨量が多く、晩春や初夏の気温
が平均気温より高い年に、その発生は増加するこ
とが多い。
　2018年は、6月1日にケンタッキー州で最初に
確認された。8月25日の週までの間に26例が診断
された。この発生数は実際よりもおそらく少ない
だろう。ENは特徴的な臨床症状に加えて、原因菌
に対するポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって確

定診断される。
　合計症例数の詳細な内訳から、本症が9つの地
域で確認され、その多くはケンタッキー州中央部
であったことが明らかとなった（図 3）。罹患馬の
年齢は、1歳から17歳であった。多数を占めたのは
牝馬（20例）であった。最も多い症例はサラブレッ
ド種（18例）であったが、他に6種のウマにも認め
られた。ケンタッキー州で報告された26例のうち
6例は死亡し、その他は生存した。
　ENによる損失を最小限にとどめるには、ウマの
飼育環境を見直し、本症の発生リスクを軽減する
方策についてかかりつけの獣医師に相談するべき
である。ウマが水生昆虫を摂取してしまう機会を
最小限にするためには、夜間に厩舎内や厩舎周辺
やその他の場所の照明を消灯することもまた推奨
されている。

連絡先：
E.S. Rusty Ford
Rusty.ford@ky.gov
Office of the Kentucky State Veterinarian
Frankfort, KY

図1　サルコイド病変（治療前）

図2　治療より2.5年経過後
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時事解説
　最近、米国内外において馬インフルエンザの発
生が増加しており、ウマの健康を守るためには防
疫対策の実施を必要とする。予防接種は重要な役
割を果たすが、唯一の予防策として依存するべき
ではない。他のインフルエンザウイルスと同様に、
馬インフルエンザウイルスは時間とともに変異す
るため、現在流行しているウイルスに合わせてワ
クチンを定期的に更新する必要がある。ラベルに
表記された指示や米国馬臨床獣医師協会の推奨に
従って、予防接種を受けているウマは、馬インフル
エンザから守られるであろう。研究によると、ワク
チン未接種のウマに経鼻弱毒生ワクチンを使用し
た場合、初回接種後5日以内に防御効果が認めら
れるとの研究がある。しかしながら、100%効果的
なワクチンなど存在しない。最近発生した症例に
対する調査では、予防接種を受けたウマは軽度の
臨床症状を短期間示すのみであるが、未接種のウ
マはより重症で続発性肺炎や胸膜炎を発症しやす
いことが示されている。
　インフルエンザの流行期において、ウマの健康
を守るためには、バイオセキュリティの実施が重
要である。インフルエンザウイルスは鼻と鼻の接
触を介して最も急速に拡がるため、ウマ同士の接
触を制限することか重要であり、新たな入厩馬や
罹患馬の厳重な隔離が必要とされる。感染馬は、健
康馬から最低でも50ヤードは離すべきである。
　もし適切な常設隔離厩舎が利用できない場合に
は、所有地内に一時的な隔離施設を設置できる場
所を選定しなければならない。敷地内に適切な隔
離場所がない場合、敷地外にある使用されていな
い厩舎、イベント会場または動物病院などを隔離
場所に使用することを検討しなければならない。
ウイルスの伝播を防ぐためには、隔離場所に専任
の人材や設備器材を置く必要がある。隔離馬を扱

う際には、使い捨てのカバーオール、手袋やブーツ
カバーを使用するべきである。隔離施設内外でウ
マを世話しなければならない者は、最初に健康馬
を、そして最後に隔離馬を扱うべきである。感染あ
るいはそのおそれのある馬を世話する者は、ウマ
を扱った後にはアルコール系手指消毒薬を使用す
るべきである。
　インフルエンザウイルスは、日光あるいは消毒
薬により不活化できる。本ウイルスは、特に馬房の
掛け金の堅固な表面などの汚染面において2日間
も生存できる。従って、全ての共有器材は使用前後
に徹底的に洗浄、消毒するべきである。
　インフルエンザウイルスの伝播の制御や防止に
おいて重要なことは、全てのウマをモニタリング
することである。モニタリングには、1日2回の体
温測定や全ての臨床所見の記録などが挙げられ
る。モニタリングされている健康馬だけが施設外
への移動を許可されるべきである。呼吸器症状を
示すウマは、直ちに隔離し獣医師の検査を受ける
べきである。ウマは臨床的に健康でウイルスを排
出しなくなるまで隔離するべきである。過去に感
染したことのないウマでは、呼吸器からのインフ
ルエンザウイルス排出が感染後7～10日間続くた
め、感染馬は最低でも14日間隔離し続けなければ
ならない。
　ワクチンの適切な使用やバイオセキュリティの
実施は、感染力の強い馬インフルエンザウイルス
から馬産業を守るために重要である。

連絡先：
Katie Flynn, BVMS
katherine.flynn@cdfa.ca.gov
(916) 900-5039
California Department of Food and Agriculture, 
Animal

Health Branch
Sacramento, CA

2018年第4四半紀
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の孤立症例が、南アフリカ（RSA）
の東ケープ州、ハウテン州やクワズール・ナタール
州などの流行地で報告された。この時期の発生数
としては例年通りである。
　馬インフルエンザの発生が、エクアドル（1件）、
フランス（3件）ならびに風土病とされている英国
で確認された。本症は米国でも風土病であり、7つ
の州で発生が確認された。そのうちのいくつかは、
複数例の発生であった。
　カナダ、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、腺疫の多数の発生が報
告された。確認された発生/症例数は、カナダで2
件、フランスで28件、ドイツで4件、アイルランド
で5件、スイスで4件であった。英国と米国におい
ては、本症は風土病として報告されている。米国で
は、18州で少なくとも68頭の罹患馬を含む34件
の発生が確認されている。
　馬ヘルペスウイルス 1 型による疾病が、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、英国
ならびに米国で報告された。熱性疾患が南アフリ
カと米国で報告された。呼吸器疾患は、フランス

（8件）、ドイツ（1件）、南アフリカ（1件）ならびに英
国（1件）で確認された。EHV-1 に起因する流産は、
フランス（2例）、ドイツ（2施設で単発症例）、アイ
ルランド（4施設で単発症例）、日本（離れた施設で
2例）ならびに米国（5例）で報告された。南アフリ
カ、英国ならびに米国では、EHV-1による脊髄脳症
の発生が報告された。南アフリカならびに英国で
は単発症例が報告された。その一方で、米国ではア
リゾナ州とカリフォルニア州にある施設で4例確
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（26件）、ドイツ（4例を含む1件）、
英国（7件）ならびに米国（1例）で診断された。米国
ではEHV-4による流産が1例確認された。

　馬ヘルペスウイルス2型／5 型感染症が複数、米
国で報告され、呼吸器疾患が認められる症例も見
られた。フランスでは、馬動脈炎ウイルスの不顕性
感染が1例と本ウイルスによる2例の流産が確認
された。ドイツでは、1頭の種牡馬がキャリアーで
あると確認された。
　馬伝染性貧血が、カナダ（3例）、フランス（1例）
ならびに米国（コロラド州で3例、テキサス州で2
例）で診断された。
　南アフリカとスイスでは、馬ピロプラズマ病が
報告された。南アフリカでは本症は風土病であり、
6州で症例が確認された。スイスではTheileria equi
が1例診断された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ（別々の施設で2頭の
種牡馬）と韓国（全国調査の一環として検査した
2,236頭の種牡馬と繁殖牝馬から得た生殖器スワ
ブのうち13例）で報告された。
　米国では、4例のレプトスピラ性流産と2例の馬
ネオリケッチア症による流産が確認された。
　ドイツでは、サルモネラ菌感染症（血清型は不
明）が1例報告された。
　アルゼンチンではロタウイルス性腸炎が1件発
生し、1施設においてワクチン接種済みの10頭の2
～4か月齢の子馬が罹患した。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染症が8例報告された。
　米国では2018年第4四半期において、東部馬脳
脊髄炎の症例数が急激に減少し、3例しか報告さ
れず、それらは全てニューヨーク州での発生で
あった。
　ウエストナイルウイルスの活動が、カナダ（3
例）、フランス（3例）、ポルトガル（1例）、チュニジ
ア（7例）、トルコ（1例）ならびに米国（70例）で報告
された。
　ロドコッカス関連疾患は米国では風土病であ
る。第4四半期における本症の発生は3件のみ記録
されているが、これは真の発生数を反映するもの
ではない。
　シンガポールでは、1頭のウマに旧世界ラセン
ウジバエ症が認められた。スイスでは、2018年10
月に非定型筋障害が4例報告された。 

サルコイド
　サルコイドは、ウマに最も一般的に認められる
皮膚腫瘍であり、世界のウマの約2%が罹患してい
ると見られる。転移することはないが、特に潰瘍性
の線維芽細胞型の場合には、間違いなく動物福祉
上の問題の原因となる。これは病変自体、病変部に
ハエが集まること、また治療行為による不快感に
よるものである。最も重症例では、病変部が眼瞼機
能を障害し、二次的に眼表面に潰瘍を形成する可
能性がある（図 1）。良性として分類されているが、
明らかに「良性」病変ではなく、決して放置するべ
きではない。サルコイドの存在は、治療費（非常に
高額になることもある）だけでなく、リセールバ
リューの減少による経済的影響を及ぼしてきた。

　サルコイドは、牛パピローマウイルスが原因で
ある明らかな証拠がある。本ウイルスは、感染した
ウシからハエにより伝播されることが多いが、お
そらく感染したウマからも伝播されると考えられ
ている。ウイルスがどのように腫瘍性変化を導く
のか、なぜ二種以上の動物種に発症させることが
できるのかということは、依然として正確には分
かっていない。興味深いことに、（ヒト）パピローマ
ウイルスも、ヒトの子宮頸癌の大部分や頭部や頸
部の腫瘍ではますます高い割合で原因であり、あ
らゆる動物種におけるパピローマウイルス感染の
影響について明らかに学ぶべきことが多くある。
　本症に遺伝的素因があるということにほとんど
疑いはない。温血種では本症の遺伝的素因が証明
されてきた。サルコイド罹患馬同士による繁殖は、
生涯のいずれかのタイミングでサルコイドを発症

するウマを生産するリスクを著しく増加させる。
サルコイド発症リスクには、品種による差異があ
るように思われる。サラブレッド種はスタンダー
ドブレッドよりもサルコイドを発症しやすく、リ
ピッツァナー種はサルコイドにより抵抗性である
と思われる。メラノーマとは異なり、毛色や性別は
発症に影響しない。サルコイドを発症したウマに
認められる特異的な遺伝子変異は、ヒトのウイル
ス性腫瘍にも関連している。この関連性の理由は
はっきり分からないが、免疫機能の違いによると
思われ、このことがサルコイド発症リスクに明ら
かな品種特異的な違いがあることを説明するかも
しれない。
　サルコイドに対する治療法は多いが、一つの治
療法が全ての症例に適しているわけではない。従
来サルコイドは治療しないことが多かったが、ほ
とんどの場合大きくなり、治療が困難となってし
まうため、後遺症が長引くのを避けるためには早
期治療が強く推奨される。治療法としては、局所あ
るいは病巣内投与による化学療法あるいは免疫調
節療法、外科手術、あるいは放射線療法などがあ
る。電気化学療法は比較的新しい治療法であり、非
常に良好な効果が期待できるようであるが、残念
ながら複数回の全身麻酔必要とするため、そのリ
スクを慎重に考慮しなければならない。
　適切な治療法の選択は、主に病変の部位や種類
によって決定される（図2）。他にもレーザー切除
術があり、眼周囲以外の部位に発生した病変のほ
とんどに対して著者の選択する治療法である。眼
周囲の病変は放射線療法によって治療され、予後

は良好である。報告された成功率は、レーザー切除
術は約83%、放射線療法は約90%であり、これらは
他の治療法と比較してウマに対するリスクは最小
で、最も良好な結果を導く。しかしながら、全ての
病変あるいはウマがこれらの治療法の対象として
適しているわけではなく、その鍵となるのは第一
に最も成功すると思われる治療法を選択すること
である。再発性のサルコイドは次第に治療が困難
になり、最初の段階で適切に治療されたサルコイ
ドよりも予後は著しく悪い。

連絡先：
Anna Hollis, BVetMed DACVIM DipECEIM MRCVS
anna.hollis@aht.org.uk
Animal Health Trust
Newmarket, UK

馬インフルエンザ
　馬インフルエンザ （EI） は米国やヨーロッパで
は風土病と考えられているが、原因となるウイル
ス株には違いがある。長年に亘り米国で流行して
いるウイルスは「フロリダ亜系統クレード1

（FC1）」、ヨーロッパでは「フロリダ亜系統クレー
ド2（FC2）」であった。これらのクレードは2003年
に分かれた。米国におけるFC2の流行は2005年頃
に終了し、ヨーロッパでは2010年までにFC1の流
行の痕跡は消えた。ウマが北米とヨーロッパ間の
広範囲に移動するため、国際馬インフルエンザ専
門家会議は、最近10年間、馬インフルエンザワク
チンがFC1とFC2の両方の代表的なウイルス株を
含むことを推奨してきた。入手できる馬インフル
エンザワクチンのなかには（全てではないもの
の）、推奨を満たすものがある。
　馬インフルエンザウイルスの活動は、米国、ヨー
ロッパやナイジェリアにおいて最近増加してい
る。通常、米国ではウイルスの活動は、変動はある
が非常に低いレベルである。しかし、2018年下四
半期にウイルスの活動は急増し、12州で発生し
た。ナイジェリアでは、広範囲にわたる馬インフル
エンザの発生がロバの保護区域で起こった。フラ
ンス、ベルギー、オランダ、ドイツ、アイルランド、
英国ならびにスコットランドにおいては、2019年

1月および2月に2015年以降初めて馬インフルエ
ンザの複数の発生が報告された。英国では少なく
とも174施設が一時的に封鎖され、2月には競馬開
催を6日間中止した。馬インフルエンザの発生は、
カリフォルニア州、アリゾナ州、オハイオ州、イン
ディアナ州ならびにワシントン州でも報告され
た。
　米国でもヨーロッパでも、これらの発生ではワ
クチンを接種されていた馬もいた。このことは、原
因ウイルスはワクチンに含まれていない新しい株
なのか？という疑問を投げかける。おそらくその
答えは「否」だ。ナイジェリアの原因ウイルスの性
状解析はなされていないが、英国と米国で分離さ
れたウイルスは遺伝子解析によってFC1と同定さ
れている。分離ウイルスには推奨ワクチン株と異
なる2つの変異が存在するが、これらは重要だろ
うか？このことについては、現在も調査中である。
ヨーロッパにFC1が存在しないということはウマ
には感染による免疫がなく、予防はワクチンに依
存しているということを意味する。英国の報告で
は、ワクチンを接種したウマでは臨床症状の期間
が短く軽度であり、このことは、ワクチンが部分的
には有効であるということを示している。ワクチ
ン接種馬に軽度な症状が認められたことは、大量
のウイルスを排出しているワクチン未接種馬と接
触した後の防御免疫レベルが十分レベルではな
かったことを示しているのであろう。
　オーナーや獣医師は、馬インフルエンザからウ
マを守るために何をするべきであろうか？

1．馬インフルエンザの臨床症状を良く知ること。
しばしば激しい発咳が最初の症状として認められ
る。他に認められる症状としては、発熱や鼻漏など
がある。鼻漏は最初たいてい水様性（漿液性）で、続
いて濃く黄色（粘液膿性）に変化する。頻呼吸や食
欲不振を示す場合もある。時々、顎下リンパ節の肥
大あるいは下肢部の浮腫が認められることがあ
る。これら全ての症状が認められるわけではない
ということに留意しなければならない。特に過去
にワクチンを接種したウマは、感染しても症状を
発現しないこともある（不顕性感染）。他の感染症
も馬インフルエンザに似た臨床症状を示す可能性

がある。例として馬ヘルペスウイルス1型や4型あ
るいは腺疫（Streptococcus equi）などである。獣医
師は鼻腔スワブあるいは理想的には鼻咽頭（鼻孔
の奥の喉の背部）スワブを採取し、確定診断のため
に家畜病性鑑定研究所に送付するべきである。鼻
腔 ス ワ ブ の 採 取 方 法 に 関 す る 情 報 は 、
http://vetsci.ca.uky.edu/servicesにて入手できる。
ウマが馬インフルエンザの臨床症状を呈した場
合、経験則的には発熱している間であるが、1週間
はウマを馬房内で休養させるべきである。

2．FC1、FC2の両方に有効なワクチンを接種す
ること。ワクチンに対するウマの抗体反応は永
続しないため、ウマが6ヵ月以上ワクチンを接
種していなければ、ブースターを接種する必要
がある。最後のブースター接種から3ヵ月以下
であれば、免疫は最高に達しているはずであ
る。獣医師に相談し、AAEPのガイドライン

（ h t t p s : / / a a e p . o r g / g u i d e l i n e s /  
vaccination-guidelines/risk-based-vaccination- 
guidelines/equine-influenza）を参照しなさい。馬
インフルエンザが発生しウイルスに曝露される可
能性があれば、発生時に直ちにワクチン接種をす
れば、十分な時間、少なくとも1週間あれば抗体産
生が開始される。

3．かかりつけの獣医師およびウマを連れて行く
施設の管理者あるいは所属獣医師に連絡しなさ
い。馬インフルエンザは発生しているか？もしそ
うならば、所有馬のワクチン接種状況を再確認し、
インフルエンザへの曝露の可能性を再評価しなけ
ればならない。

4．感染症に対するバイオセキュリティは、可能な
限り常に曝露を避けることが最善である。牧場で
の最善のバイオセキュリティは、新入厩馬を在厩
馬から隔離し、十分な時間検疫を実施し、新入厩馬
が疾病を持ち込んでいないことを確認することで
なされる。馬インフルエンザは発咳による飛沫感
染、および感染馬に接触した手や服／器具（媒介
物）による間接感染により伝播する。

連絡先：
Thomas Chambers, PhD
tmcham1@uky.edu
(859) 218-1126
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY 

馬ネオリケッチア症：2018年のケンタッキー州に
おける発生
　ウマのポトマック熱として良く知られている馬
ネオリケッチア症（EN）は、Neorickettsia risticiiを
原因とするウマに特有の細菌感染症である。本症
は、ポトマック川の近くで放牧されたウマに散発
的に認められる疾患として、1979年に米国で初め
て報告された。現在の本症の分布は、米国北東部を
はるかに超えて広がっており、米国の43州、カナ
ダの3州、南米ではウルグアイやブラジル、ヨー
ロッパではフランスやオランダ、インドで報告さ
れている。本症は、小川や川に隣接した牧草地に放
牧されたウマに認められることが多い。馬ネオリ
ケッチア症の発生は季節性で、ケンタッキー州で
は主に7月から9月に認められる。
　本症は本来伝染性ではない。ウマは、N. risticiiに
感染したメタセルカリア（吸虫の幼虫）を含む水生
昆虫を偶然に摂取することで感染する。
　本菌の生活環には、淡水有蓋巻貝類やカゲロウ
類やトビケラ類などの水生昆虫が含まれ、後者が
ウマへの感染源である。
　馬ネオリケッチア症は、施設内において孤立症
例あるいは複数症例の発生として認められる。過
去の経験から、ある施設またはある特定の場所で
本症の発生が認められた場合、その後数年間に再
発する傾向がある。
　Neorickettsia risticiiは感受性の高いウマに急性
腸炎を引き起こすことがあり、臨床症状として発
熱、様々な重篤度の疝痛や重度の下痢などが認め
られる。あらゆる年齢や品種のウマが発症する危
険性がある。妊娠牝馬における感染は、感染直後あ
るいは臨床症状が消失してから数ヵ月後に流産を
引き起こす可能性がある。
　馬ネオリケッチア症は、長年、ケンタッキー州で

発生が報告されてきた。本症は年間発生数にばら
つきがあり、春に降雨量が多く、晩春や初夏の気温
が平均気温より高い年に、その発生は増加するこ
とが多い。
　2018年は、6月1日にケンタッキー州で最初に
確認された。8月25日の週までの間に26例が診断
された。この発生数は実際よりもおそらく少ない
だろう。ENは特徴的な臨床症状に加えて、原因菌
に対するポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって確

定診断される。
　合計症例数の詳細な内訳から、本症が9つの地
域で確認され、その多くはケンタッキー州中央部
であったことが明らかとなった（図 3）。罹患馬の
年齢は、1歳から17歳であった。多数を占めたのは
牝馬（20例）であった。最も多い症例はサラブレッ
ド種（18例）であったが、他に6種のウマにも認め
られた。ケンタッキー州で報告された26例のうち
6例は死亡し、その他は生存した。
　ENによる損失を最小限にとどめるには、ウマの
飼育環境を見直し、本症の発生リスクを軽減する
方策についてかかりつけの獣医師に相談するべき
である。ウマが水生昆虫を摂取してしまう機会を
最小限にするためには、夜間に厩舎内や厩舎周辺
やその他の場所の照明を消灯することもまた推奨
されている。

連絡先：
E.S. Rusty Ford
Rusty.ford@ky.gov
Office of the Kentucky State Veterinarian
Frankfort, KY
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時事解説
　最近、米国内外において馬インフルエンザの発
生が増加しており、ウマの健康を守るためには防
疫対策の実施を必要とする。予防接種は重要な役
割を果たすが、唯一の予防策として依存するべき
ではない。他のインフルエンザウイルスと同様に、
馬インフルエンザウイルスは時間とともに変異す
るため、現在流行しているウイルスに合わせてワ
クチンを定期的に更新する必要がある。ラベルに
表記された指示や米国馬臨床獣医師協会の推奨に
従って、予防接種を受けているウマは、馬インフル
エンザから守られるであろう。研究によると、ワク
チン未接種のウマに経鼻弱毒生ワクチンを使用し
た場合、初回接種後5日以内に防御効果が認めら
れるとの研究がある。しかしながら、100%効果的
なワクチンなど存在しない。最近発生した症例に
対する調査では、予防接種を受けたウマは軽度の
臨床症状を短期間示すのみであるが、未接種のウ
マはより重症で続発性肺炎や胸膜炎を発症しやす
いことが示されている。
　インフルエンザの流行期において、ウマの健康
を守るためには、バイオセキュリティの実施が重
要である。インフルエンザウイルスは鼻と鼻の接
触を介して最も急速に拡がるため、ウマ同士の接
触を制限することか重要であり、新たな入厩馬や
罹患馬の厳重な隔離が必要とされる。感染馬は、健
康馬から最低でも50ヤードは離すべきである。
　もし適切な常設隔離厩舎が利用できない場合に
は、所有地内に一時的な隔離施設を設置できる場
所を選定しなければならない。敷地内に適切な隔
離場所がない場合、敷地外にある使用されていな
い厩舎、イベント会場または動物病院などを隔離
場所に使用することを検討しなければならない。
ウイルスの伝播を防ぐためには、隔離場所に専任
の人材や設備器材を置く必要がある。隔離馬を扱

う際には、使い捨てのカバーオール、手袋やブーツ
カバーを使用するべきである。隔離施設内外でウ
マを世話しなければならない者は、最初に健康馬
を、そして最後に隔離馬を扱うべきである。感染あ
るいはそのおそれのある馬を世話する者は、ウマ
を扱った後にはアルコール系手指消毒薬を使用す
るべきである。
　インフルエンザウイルスは、日光あるいは消毒
薬により不活化できる。本ウイルスは、特に馬房の
掛け金の堅固な表面などの汚染面において2日間
も生存できる。従って、全ての共有器材は使用前後
に徹底的に洗浄、消毒するべきである。
　インフルエンザウイルスの伝播の制御や防止に
おいて重要なことは、全てのウマをモニタリング
することである。モニタリングには、1日2回の体
温測定や全ての臨床所見の記録などが挙げられ
る。モニタリングされている健康馬だけが施設外
への移動を許可されるべきである。呼吸器症状を
示すウマは、直ちに隔離し獣医師の検査を受ける
べきである。ウマは臨床的に健康でウイルスを排
出しなくなるまで隔離するべきである。過去に感
染したことのないウマでは、呼吸器からのインフ
ルエンザウイルス排出が感染後7～10日間続くた
め、感染馬は最低でも14日間隔離し続けなければ
ならない。
　ワクチンの適切な使用やバイオセキュリティの
実施は、感染力の強い馬インフルエンザウイルス
から馬産業を守るために重要である。

連絡先：
Katie Flynn, BVMS
katherine.flynn@cdfa.ca.gov
(916) 900-5039
California Department of Food and Agriculture, 
Animal

Health Branch
Sacramento, CA

2018年第4四半紀
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の孤立症例が、南アフリカ（RSA）
の東ケープ州、ハウテン州やクワズール・ナタール
州などの流行地で報告された。この時期の発生数
としては例年通りである。
　馬インフルエンザの発生が、エクアドル（1件）、
フランス（3件）ならびに風土病とされている英国
で確認された。本症は米国でも風土病であり、7つ
の州で発生が確認された。そのうちのいくつかは、
複数例の発生であった。
　カナダ、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、腺疫の多数の発生が報
告された。確認された発生/症例数は、カナダで2
件、フランスで28件、ドイツで4件、アイルランド
で5件、スイスで4件であった。英国と米国におい
ては、本症は風土病として報告されている。米国で
は、18州で少なくとも68頭の罹患馬を含む34件
の発生が確認されている。
　馬ヘルペスウイルス 1 型による疾病が、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、英国
ならびに米国で報告された。熱性疾患が南アフリ
カと米国で報告された。呼吸器疾患は、フランス

（8件）、ドイツ（1件）、南アフリカ（1件）ならびに英
国（1件）で確認された。EHV-1 に起因する流産は、
フランス（2例）、ドイツ（2施設で単発症例）、アイ
ルランド（4施設で単発症例）、日本（離れた施設で
2例）ならびに米国（5例）で報告された。南アフリ
カ、英国ならびに米国では、EHV-1による脊髄脳症
の発生が報告された。南アフリカならびに英国で
は単発症例が報告された。その一方で、米国ではア
リゾナ州とカリフォルニア州にある施設で4例確
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（26件）、ドイツ（4例を含む1件）、
英国（7件）ならびに米国（1例）で診断された。米国
ではEHV-4による流産が1例確認された。

　馬ヘルペスウイルス2型／5 型感染症が複数、米
国で報告され、呼吸器疾患が認められる症例も見
られた。フランスでは、馬動脈炎ウイルスの不顕性
感染が1例と本ウイルスによる2例の流産が確認
された。ドイツでは、1頭の種牡馬がキャリアーで
あると確認された。
　馬伝染性貧血が、カナダ（3例）、フランス（1例）
ならびに米国（コロラド州で3例、テキサス州で2
例）で診断された。
　南アフリカとスイスでは、馬ピロプラズマ病が
報告された。南アフリカでは本症は風土病であり、
6州で症例が確認された。スイスではTheileria equi
が1例診断された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ（別々の施設で2頭の
種牡馬）と韓国（全国調査の一環として検査した
2,236頭の種牡馬と繁殖牝馬から得た生殖器スワ
ブのうち13例）で報告された。
　米国では、4例のレプトスピラ性流産と2例の馬
ネオリケッチア症による流産が確認された。
　ドイツでは、サルモネラ菌感染症（血清型は不
明）が1例報告された。
　アルゼンチンではロタウイルス性腸炎が1件発
生し、1施設においてワクチン接種済みの10頭の2
～4か月齢の子馬が罹患した。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染症が8例報告された。
　米国では2018年第4四半期において、東部馬脳
脊髄炎の症例数が急激に減少し、3例しか報告さ
れず、それらは全てニューヨーク州での発生で
あった。
　ウエストナイルウイルスの活動が、カナダ（3
例）、フランス（3例）、ポルトガル（1例）、チュニジ
ア（7例）、トルコ（1例）ならびに米国（70例）で報告
された。
　ロドコッカス関連疾患は米国では風土病であ
る。第4四半期における本症の発生は3件のみ記録
されているが、これは真の発生数を反映するもの
ではない。
　シンガポールでは、1頭のウマに旧世界ラセン
ウジバエ症が認められた。スイスでは、2018年10
月に非定型筋障害が4例報告された。 

サルコイド
　サルコイドは、ウマに最も一般的に認められる
皮膚腫瘍であり、世界のウマの約2%が罹患してい
ると見られる。転移することはないが、特に潰瘍性
の線維芽細胞型の場合には、間違いなく動物福祉
上の問題の原因となる。これは病変自体、病変部に
ハエが集まること、また治療行為による不快感に
よるものである。最も重症例では、病変部が眼瞼機
能を障害し、二次的に眼表面に潰瘍を形成する可
能性がある（図 1）。良性として分類されているが、
明らかに「良性」病変ではなく、決して放置するべ
きではない。サルコイドの存在は、治療費（非常に
高額になることもある）だけでなく、リセールバ
リューの減少による経済的影響を及ぼしてきた。

　サルコイドは、牛パピローマウイルスが原因で
ある明らかな証拠がある。本ウイルスは、感染した
ウシからハエにより伝播されることが多いが、お
そらく感染したウマからも伝播されると考えられ
ている。ウイルスがどのように腫瘍性変化を導く
のか、なぜ二種以上の動物種に発症させることが
できるのかということは、依然として正確には分
かっていない。興味深いことに、（ヒト）パピローマ
ウイルスも、ヒトの子宮頸癌の大部分や頭部や頸
部の腫瘍ではますます高い割合で原因であり、あ
らゆる動物種におけるパピローマウイルス感染の
影響について明らかに学ぶべきことが多くある。
　本症に遺伝的素因があるということにほとんど
疑いはない。温血種では本症の遺伝的素因が証明
されてきた。サルコイド罹患馬同士による繁殖は、
生涯のいずれかのタイミングでサルコイドを発症

するウマを生産するリスクを著しく増加させる。
サルコイド発症リスクには、品種による差異があ
るように思われる。サラブレッド種はスタンダー
ドブレッドよりもサルコイドを発症しやすく、リ
ピッツァナー種はサルコイドにより抵抗性である
と思われる。メラノーマとは異なり、毛色や性別は
発症に影響しない。サルコイドを発症したウマに
認められる特異的な遺伝子変異は、ヒトのウイル
ス性腫瘍にも関連している。この関連性の理由は
はっきり分からないが、免疫機能の違いによると
思われ、このことがサルコイド発症リスクに明ら
かな品種特異的な違いがあることを説明するかも
しれない。
　サルコイドに対する治療法は多いが、一つの治
療法が全ての症例に適しているわけではない。従
来サルコイドは治療しないことが多かったが、ほ
とんどの場合大きくなり、治療が困難となってし
まうため、後遺症が長引くのを避けるためには早
期治療が強く推奨される。治療法としては、局所あ
るいは病巣内投与による化学療法あるいは免疫調
節療法、外科手術、あるいは放射線療法などがあ
る。電気化学療法は比較的新しい治療法であり、非
常に良好な効果が期待できるようであるが、残念
ながら複数回の全身麻酔必要とするため、そのリ
スクを慎重に考慮しなければならない。
　適切な治療法の選択は、主に病変の部位や種類
によって決定される（図2）。他にもレーザー切除
術があり、眼周囲以外の部位に発生した病変のほ
とんどに対して著者の選択する治療法である。眼
周囲の病変は放射線療法によって治療され、予後

は良好である。報告された成功率は、レーザー切除
術は約83%、放射線療法は約90%であり、これらは
他の治療法と比較してウマに対するリスクは最小
で、最も良好な結果を導く。しかしながら、全ての
病変あるいはウマがこれらの治療法の対象として
適しているわけではなく、その鍵となるのは第一
に最も成功すると思われる治療法を選択すること
である。再発性のサルコイドは次第に治療が困難
になり、最初の段階で適切に治療されたサルコイ
ドよりも予後は著しく悪い。

連絡先：
Anna Hollis, BVetMed DACVIM DipECEIM MRCVS
anna.hollis@aht.org.uk
Animal Health Trust
Newmarket, UK

馬インフルエンザ
　馬インフルエンザ （EI） は米国やヨーロッパで
は風土病と考えられているが、原因となるウイル
ス株には違いがある。長年に亘り米国で流行して
いるウイルスは「フロリダ亜系統クレード1

（FC1）」、ヨーロッパでは「フロリダ亜系統クレー
ド2（FC2）」であった。これらのクレードは2003年
に分かれた。米国におけるFC2の流行は2005年頃
に終了し、ヨーロッパでは2010年までにFC1の流
行の痕跡は消えた。ウマが北米とヨーロッパ間の
広範囲に移動するため、国際馬インフルエンザ専
門家会議は、最近10年間、馬インフルエンザワク
チンがFC1とFC2の両方の代表的なウイルス株を
含むことを推奨してきた。入手できる馬インフル
エンザワクチンのなかには（全てではないもの
の）、推奨を満たすものがある。
　馬インフルエンザウイルスの活動は、米国、ヨー
ロッパやナイジェリアにおいて最近増加してい
る。通常、米国ではウイルスの活動は、変動はある
が非常に低いレベルである。しかし、2018年下四
半期にウイルスの活動は急増し、12州で発生し
た。ナイジェリアでは、広範囲にわたる馬インフル
エンザの発生がロバの保護区域で起こった。フラ
ンス、ベルギー、オランダ、ドイツ、アイルランド、
英国ならびにスコットランドにおいては、2019年

1月および2月に2015年以降初めて馬インフルエ
ンザの複数の発生が報告された。英国では少なく
とも174施設が一時的に封鎖され、2月には競馬開
催を6日間中止した。馬インフルエンザの発生は、
カリフォルニア州、アリゾナ州、オハイオ州、イン
ディアナ州ならびにワシントン州でも報告され
た。
　米国でもヨーロッパでも、これらの発生ではワ
クチンを接種されていた馬もいた。このことは、原
因ウイルスはワクチンに含まれていない新しい株
なのか？という疑問を投げかける。おそらくその
答えは「否」だ。ナイジェリアの原因ウイルスの性
状解析はなされていないが、英国と米国で分離さ
れたウイルスは遺伝子解析によってFC1と同定さ
れている。分離ウイルスには推奨ワクチン株と異
なる2つの変異が存在するが、これらは重要だろ
うか？このことについては、現在も調査中である。
ヨーロッパにFC1が存在しないということはウマ
には感染による免疫がなく、予防はワクチンに依
存しているということを意味する。英国の報告で
は、ワクチンを接種したウマでは臨床症状の期間
が短く軽度であり、このことは、ワクチンが部分的
には有効であるということを示している。ワクチ
ン接種馬に軽度な症状が認められたことは、大量
のウイルスを排出しているワクチン未接種馬と接
触した後の防御免疫レベルが十分レベルではな
かったことを示しているのであろう。
　オーナーや獣医師は、馬インフルエンザからウ
マを守るために何をするべきであろうか？

1．馬インフルエンザの臨床症状を良く知ること。
しばしば激しい発咳が最初の症状として認められ
る。他に認められる症状としては、発熱や鼻漏など
がある。鼻漏は最初たいてい水様性（漿液性）で、続
いて濃く黄色（粘液膿性）に変化する。頻呼吸や食
欲不振を示す場合もある。時々、顎下リンパ節の肥
大あるいは下肢部の浮腫が認められることがあ
る。これら全ての症状が認められるわけではない
ということに留意しなければならない。特に過去
にワクチンを接種したウマは、感染しても症状を
発現しないこともある（不顕性感染）。他の感染症
も馬インフルエンザに似た臨床症状を示す可能性

がある。例として馬ヘルペスウイルス1型や4型あ
るいは腺疫（Streptococcus equi）などである。獣医
師は鼻腔スワブあるいは理想的には鼻咽頭（鼻孔
の奥の喉の背部）スワブを採取し、確定診断のため
に家畜病性鑑定研究所に送付するべきである。鼻
腔 ス ワ ブ の 採 取 方 法 に 関 す る 情 報 は 、
http://vetsci.ca.uky.edu/servicesにて入手できる。
ウマが馬インフルエンザの臨床症状を呈した場
合、経験則的には発熱している間であるが、1週間
はウマを馬房内で休養させるべきである。

2．FC1、FC2の両方に有効なワクチンを接種す
ること。ワクチンに対するウマの抗体反応は永
続しないため、ウマが6ヵ月以上ワクチンを接
種していなければ、ブースターを接種する必要
がある。最後のブースター接種から3ヵ月以下
であれば、免疫は最高に達しているはずであ
る。獣医師に相談し、AAEPのガイドライン

（ h t t p s : / / a a e p . o r g / g u i d e l i n e s /  
vaccination-guidelines/risk-based-vaccination- 
guidelines/equine-influenza）を参照しなさい。馬
インフルエンザが発生しウイルスに曝露される可
能性があれば、発生時に直ちにワクチン接種をす
れば、十分な時間、少なくとも1週間あれば抗体産
生が開始される。

3．かかりつけの獣医師およびウマを連れて行く
施設の管理者あるいは所属獣医師に連絡しなさ
い。馬インフルエンザは発生しているか？もしそ
うならば、所有馬のワクチン接種状況を再確認し、
インフルエンザへの曝露の可能性を再評価しなけ
ればならない。

4．感染症に対するバイオセキュリティは、可能な
限り常に曝露を避けることが最善である。牧場で
の最善のバイオセキュリティは、新入厩馬を在厩
馬から隔離し、十分な時間検疫を実施し、新入厩馬
が疾病を持ち込んでいないことを確認することで
なされる。馬インフルエンザは発咳による飛沫感
染、および感染馬に接触した手や服／器具（媒介
物）による間接感染により伝播する。

連絡先：
Thomas Chambers, PhD
tmcham1@uky.edu
(859) 218-1126
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY 

馬ネオリケッチア症：2018年のケンタッキー州に
おける発生
　ウマのポトマック熱として良く知られている馬
ネオリケッチア症（EN）は、Neorickettsia risticiiを
原因とするウマに特有の細菌感染症である。本症
は、ポトマック川の近くで放牧されたウマに散発
的に認められる疾患として、1979年に米国で初め
て報告された。現在の本症の分布は、米国北東部を
はるかに超えて広がっており、米国の43州、カナ
ダの3州、南米ではウルグアイやブラジル、ヨー
ロッパではフランスやオランダ、インドで報告さ
れている。本症は、小川や川に隣接した牧草地に放
牧されたウマに認められることが多い。馬ネオリ
ケッチア症の発生は季節性で、ケンタッキー州で
は主に7月から9月に認められる。
　本症は本来伝染性ではない。ウマは、N. risticiiに
感染したメタセルカリア（吸虫の幼虫）を含む水生
昆虫を偶然に摂取することで感染する。
　本菌の生活環には、淡水有蓋巻貝類やカゲロウ
類やトビケラ類などの水生昆虫が含まれ、後者が
ウマへの感染源である。
　馬ネオリケッチア症は、施設内において孤立症
例あるいは複数症例の発生として認められる。過
去の経験から、ある施設またはある特定の場所で
本症の発生が認められた場合、その後数年間に再
発する傾向がある。
　Neorickettsia risticiiは感受性の高いウマに急性
腸炎を引き起こすことがあり、臨床症状として発
熱、様々な重篤度の疝痛や重度の下痢などが認め
られる。あらゆる年齢や品種のウマが発症する危
険性がある。妊娠牝馬における感染は、感染直後あ
るいは臨床症状が消失してから数ヵ月後に流産を
引き起こす可能性がある。
　馬ネオリケッチア症は、長年、ケンタッキー州で

発生が報告されてきた。本症は年間発生数にばら
つきがあり、春に降雨量が多く、晩春や初夏の気温
が平均気温より高い年に、その発生は増加するこ
とが多い。
　2018年は、6月1日にケンタッキー州で最初に
確認された。8月25日の週までの間に26例が診断
された。この発生数は実際よりもおそらく少ない
だろう。ENは特徴的な臨床症状に加えて、原因菌
に対するポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって確

定診断される。
　合計症例数の詳細な内訳から、本症が9つの地
域で確認され、その多くはケンタッキー州中央部
であったことが明らかとなった（図 3）。罹患馬の
年齢は、1歳から17歳であった。多数を占めたのは
牝馬（20例）であった。最も多い症例はサラブレッ
ド種（18例）であったが、他に6種のウマにも認め
られた。ケンタッキー州で報告された26例のうち
6例は死亡し、その他は生存した。
　ENによる損失を最小限にとどめるには、ウマの
飼育環境を見直し、本症の発生リスクを軽減する
方策についてかかりつけの獣医師に相談するべき
である。ウマが水生昆虫を摂取してしまう機会を
最小限にするためには、夜間に厩舎内や厩舎周辺
やその他の場所の照明を消灯することもまた推奨
されている。

連絡先：
E.S. Rusty Ford
Rusty.ford@ky.gov
Office of the Kentucky State Veterinarian
Frankfort, KY
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時事解説
　最近、米国内外において馬インフルエンザの発
生が増加しており、ウマの健康を守るためには防
疫対策の実施を必要とする。予防接種は重要な役
割を果たすが、唯一の予防策として依存するべき
ではない。他のインフルエンザウイルスと同様に、
馬インフルエンザウイルスは時間とともに変異す
るため、現在流行しているウイルスに合わせてワ
クチンを定期的に更新する必要がある。ラベルに
表記された指示や米国馬臨床獣医師協会の推奨に
従って、予防接種を受けているウマは、馬インフル
エンザから守られるであろう。研究によると、ワク
チン未接種のウマに経鼻弱毒生ワクチンを使用し
た場合、初回接種後5日以内に防御効果が認めら
れるとの研究がある。しかしながら、100%効果的
なワクチンなど存在しない。最近発生した症例に
対する調査では、予防接種を受けたウマは軽度の
臨床症状を短期間示すのみであるが、未接種のウ
マはより重症で続発性肺炎や胸膜炎を発症しやす
いことが示されている。
　インフルエンザの流行期において、ウマの健康
を守るためには、バイオセキュリティの実施が重
要である。インフルエンザウイルスは鼻と鼻の接
触を介して最も急速に拡がるため、ウマ同士の接
触を制限することか重要であり、新たな入厩馬や
罹患馬の厳重な隔離が必要とされる。感染馬は、健
康馬から最低でも50ヤードは離すべきである。
　もし適切な常設隔離厩舎が利用できない場合に
は、所有地内に一時的な隔離施設を設置できる場
所を選定しなければならない。敷地内に適切な隔
離場所がない場合、敷地外にある使用されていな
い厩舎、イベント会場または動物病院などを隔離
場所に使用することを検討しなければならない。
ウイルスの伝播を防ぐためには、隔離場所に専任
の人材や設備器材を置く必要がある。隔離馬を扱

う際には、使い捨てのカバーオール、手袋やブーツ
カバーを使用するべきである。隔離施設内外でウ
マを世話しなければならない者は、最初に健康馬
を、そして最後に隔離馬を扱うべきである。感染あ
るいはそのおそれのある馬を世話する者は、ウマ
を扱った後にはアルコール系手指消毒薬を使用す
るべきである。
　インフルエンザウイルスは、日光あるいは消毒
薬により不活化できる。本ウイルスは、特に馬房の
掛け金の堅固な表面などの汚染面において2日間
も生存できる。従って、全ての共有器材は使用前後
に徹底的に洗浄、消毒するべきである。
　インフルエンザウイルスの伝播の制御や防止に
おいて重要なことは、全てのウマをモニタリング
することである。モニタリングには、1日2回の体
温測定や全ての臨床所見の記録などが挙げられ
る。モニタリングされている健康馬だけが施設外
への移動を許可されるべきである。呼吸器症状を
示すウマは、直ちに隔離し獣医師の検査を受ける
べきである。ウマは臨床的に健康でウイルスを排
出しなくなるまで隔離するべきである。過去に感
染したことのないウマでは、呼吸器からのインフ
ルエンザウイルス排出が感染後7～10日間続くた
め、感染馬は最低でも14日間隔離し続けなければ
ならない。
　ワクチンの適切な使用やバイオセキュリティの
実施は、感染力の強い馬インフルエンザウイルス
から馬産業を守るために重要である。

連絡先：
Katie Flynn, BVMS
katherine.flynn@cdfa.ca.gov
(916) 900-5039
California Department of Food and Agriculture, 
Animal

Health Branch
Sacramento, CA

2018年第4四半紀
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
の疾病の報告があった。 　
　アフリカ馬疫の孤立症例が、南アフリカ（RSA）
の東ケープ州、ハウテン州やクワズール・ナタール
州などの流行地で報告された。この時期の発生数
としては例年通りである。
　馬インフルエンザの発生が、エクアドル（1件）、
フランス（3件）ならびに風土病とされている英国
で確認された。本症は米国でも風土病であり、7つ
の州で発生が確認された。そのうちのいくつかは、
複数例の発生であった。
　カナダ、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、腺疫の多数の発生が報
告された。確認された発生/症例数は、カナダで2
件、フランスで28件、ドイツで4件、アイルランド
で5件、スイスで4件であった。英国と米国におい
ては、本症は風土病として報告されている。米国で
は、18州で少なくとも68頭の罹患馬を含む34件
の発生が確認されている。
　馬ヘルペスウイルス 1 型による疾病が、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、英国
ならびに米国で報告された。熱性疾患が南アフリ
カと米国で報告された。呼吸器疾患は、フランス

（8件）、ドイツ（1件）、南アフリカ（1件）ならびに英
国（1件）で確認された。EHV-1 に起因する流産は、
フランス（2例）、ドイツ（2施設で単発症例）、アイ
ルランド（4施設で単発症例）、日本（離れた施設で
2例）ならびに米国（5例）で報告された。南アフリ
カ、英国ならびに米国では、EHV-1による脊髄脳症
の発生が報告された。南アフリカならびに英国で
は単発症例が報告された。その一方で、米国ではア
リゾナ州とカリフォルニア州にある施設で4例確
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（26件）、ドイツ（4例を含む1件）、
英国（7件）ならびに米国（1例）で診断された。米国
ではEHV-4による流産が1例確認された。

　馬ヘルペスウイルス2型／5 型感染症が複数、米
国で報告され、呼吸器疾患が認められる症例も見
られた。フランスでは、馬動脈炎ウイルスの不顕性
感染が1例と本ウイルスによる2例の流産が確認
された。ドイツでは、1頭の種牡馬がキャリアーで
あると確認された。
　馬伝染性貧血が、カナダ（3例）、フランス（1例）
ならびに米国（コロラド州で3例、テキサス州で2
例）で診断された。
　南アフリカとスイスでは、馬ピロプラズマ病が
報告された。南アフリカでは本症は風土病であり、
6州で症例が確認された。スイスではTheileria equi
が1例診断された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツ（別々の施設で2頭の
種牡馬）と韓国（全国調査の一環として検査した
2,236頭の種牡馬と繁殖牝馬から得た生殖器スワ
ブのうち13例）で報告された。
　米国では、4例のレプトスピラ性流産と2例の馬
ネオリケッチア症による流産が確認された。
　ドイツでは、サルモネラ菌感染症（血清型は不
明）が1例報告された。
　アルゼンチンではロタウイルス性腸炎が1件発
生し、1施設においてワクチン接種済みの10頭の2
～4か月齢の子馬が罹患した。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染症が8例報告された。
　米国では2018年第4四半期において、東部馬脳
脊髄炎の症例数が急激に減少し、3例しか報告さ
れず、それらは全てニューヨーク州での発生で
あった。
　ウエストナイルウイルスの活動が、カナダ（3
例）、フランス（3例）、ポルトガル（1例）、チュニジ
ア（7例）、トルコ（1例）ならびに米国（70例）で報告
された。
　ロドコッカス関連疾患は米国では風土病であ
る。第4四半期における本症の発生は3件のみ記録
されているが、これは真の発生数を反映するもの
ではない。
　シンガポールでは、1頭のウマに旧世界ラセン
ウジバエ症が認められた。スイスでは、2018年10
月に非定型筋障害が4例報告された。 

サルコイド
　サルコイドは、ウマに最も一般的に認められる
皮膚腫瘍であり、世界のウマの約2%が罹患してい
ると見られる。転移することはないが、特に潰瘍性
の線維芽細胞型の場合には、間違いなく動物福祉
上の問題の原因となる。これは病変自体、病変部に
ハエが集まること、また治療行為による不快感に
よるものである。最も重症例では、病変部が眼瞼機
能を障害し、二次的に眼表面に潰瘍を形成する可
能性がある（図 1）。良性として分類されているが、
明らかに「良性」病変ではなく、決して放置するべ
きではない。サルコイドの存在は、治療費（非常に
高額になることもある）だけでなく、リセールバ
リューの減少による経済的影響を及ぼしてきた。

　サルコイドは、牛パピローマウイルスが原因で
ある明らかな証拠がある。本ウイルスは、感染した
ウシからハエにより伝播されることが多いが、お
そらく感染したウマからも伝播されると考えられ
ている。ウイルスがどのように腫瘍性変化を導く
のか、なぜ二種以上の動物種に発症させることが
できるのかということは、依然として正確には分
かっていない。興味深いことに、（ヒト）パピローマ
ウイルスも、ヒトの子宮頸癌の大部分や頭部や頸
部の腫瘍ではますます高い割合で原因であり、あ
らゆる動物種におけるパピローマウイルス感染の
影響について明らかに学ぶべきことが多くある。
　本症に遺伝的素因があるということにほとんど
疑いはない。温血種では本症の遺伝的素因が証明
されてきた。サルコイド罹患馬同士による繁殖は、
生涯のいずれかのタイミングでサルコイドを発症

するウマを生産するリスクを著しく増加させる。
サルコイド発症リスクには、品種による差異があ
るように思われる。サラブレッド種はスタンダー
ドブレッドよりもサルコイドを発症しやすく、リ
ピッツァナー種はサルコイドにより抵抗性である
と思われる。メラノーマとは異なり、毛色や性別は
発症に影響しない。サルコイドを発症したウマに
認められる特異的な遺伝子変異は、ヒトのウイル
ス性腫瘍にも関連している。この関連性の理由は
はっきり分からないが、免疫機能の違いによると
思われ、このことがサルコイド発症リスクに明ら
かな品種特異的な違いがあることを説明するかも
しれない。
　サルコイドに対する治療法は多いが、一つの治
療法が全ての症例に適しているわけではない。従
来サルコイドは治療しないことが多かったが、ほ
とんどの場合大きくなり、治療が困難となってし
まうため、後遺症が長引くのを避けるためには早
期治療が強く推奨される。治療法としては、局所あ
るいは病巣内投与による化学療法あるいは免疫調
節療法、外科手術、あるいは放射線療法などがあ
る。電気化学療法は比較的新しい治療法であり、非
常に良好な効果が期待できるようであるが、残念
ながら複数回の全身麻酔必要とするため、そのリ
スクを慎重に考慮しなければならない。
　適切な治療法の選択は、主に病変の部位や種類
によって決定される（図2）。他にもレーザー切除
術があり、眼周囲以外の部位に発生した病変のほ
とんどに対して著者の選択する治療法である。眼
周囲の病変は放射線療法によって治療され、予後

は良好である。報告された成功率は、レーザー切除
術は約83%、放射線療法は約90%であり、これらは
他の治療法と比較してウマに対するリスクは最小
で、最も良好な結果を導く。しかしながら、全ての
病変あるいはウマがこれらの治療法の対象として
適しているわけではなく、その鍵となるのは第一
に最も成功すると思われる治療法を選択すること
である。再発性のサルコイドは次第に治療が困難
になり、最初の段階で適切に治療されたサルコイ
ドよりも予後は著しく悪い。

連絡先：
Anna Hollis, BVetMed DACVIM DipECEIM MRCVS
anna.hollis@aht.org.uk
Animal Health Trust
Newmarket, UK

馬インフルエンザ
　馬インフルエンザ （EI） は米国やヨーロッパで
は風土病と考えられているが、原因となるウイル
ス株には違いがある。長年に亘り米国で流行して
いるウイルスは「フロリダ亜系統クレード1

（FC1）」、ヨーロッパでは「フロリダ亜系統クレー
ド2（FC2）」であった。これらのクレードは2003年
に分かれた。米国におけるFC2の流行は2005年頃
に終了し、ヨーロッパでは2010年までにFC1の流
行の痕跡は消えた。ウマが北米とヨーロッパ間の
広範囲に移動するため、国際馬インフルエンザ専
門家会議は、最近10年間、馬インフルエンザワク
チンがFC1とFC2の両方の代表的なウイルス株を
含むことを推奨してきた。入手できる馬インフル
エンザワクチンのなかには（全てではないもの
の）、推奨を満たすものがある。
　馬インフルエンザウイルスの活動は、米国、ヨー
ロッパやナイジェリアにおいて最近増加してい
る。通常、米国ではウイルスの活動は、変動はある
が非常に低いレベルである。しかし、2018年下四
半期にウイルスの活動は急増し、12州で発生し
た。ナイジェリアでは、広範囲にわたる馬インフル
エンザの発生がロバの保護区域で起こった。フラ
ンス、ベルギー、オランダ、ドイツ、アイルランド、
英国ならびにスコットランドにおいては、2019年

1月および2月に2015年以降初めて馬インフルエ
ンザの複数の発生が報告された。英国では少なく
とも174施設が一時的に封鎖され、2月には競馬開
催を6日間中止した。馬インフルエンザの発生は、
カリフォルニア州、アリゾナ州、オハイオ州、イン
ディアナ州ならびにワシントン州でも報告され
た。
　米国でもヨーロッパでも、これらの発生ではワ
クチンを接種されていた馬もいた。このことは、原
因ウイルスはワクチンに含まれていない新しい株
なのか？という疑問を投げかける。おそらくその
答えは「否」だ。ナイジェリアの原因ウイルスの性
状解析はなされていないが、英国と米国で分離さ
れたウイルスは遺伝子解析によってFC1と同定さ
れている。分離ウイルスには推奨ワクチン株と異
なる2つの変異が存在するが、これらは重要だろ
うか？このことについては、現在も調査中である。
ヨーロッパにFC1が存在しないということはウマ
には感染による免疫がなく、予防はワクチンに依
存しているということを意味する。英国の報告で
は、ワクチンを接種したウマでは臨床症状の期間
が短く軽度であり、このことは、ワクチンが部分的
には有効であるということを示している。ワクチ
ン接種馬に軽度な症状が認められたことは、大量
のウイルスを排出しているワクチン未接種馬と接
触した後の防御免疫レベルが十分レベルではな
かったことを示しているのであろう。
　オーナーや獣医師は、馬インフルエンザからウ
マを守るために何をするべきであろうか？

1．馬インフルエンザの臨床症状を良く知ること。
しばしば激しい発咳が最初の症状として認められ
る。他に認められる症状としては、発熱や鼻漏など
がある。鼻漏は最初たいてい水様性（漿液性）で、続
いて濃く黄色（粘液膿性）に変化する。頻呼吸や食
欲不振を示す場合もある。時々、顎下リンパ節の肥
大あるいは下肢部の浮腫が認められることがあ
る。これら全ての症状が認められるわけではない
ということに留意しなければならない。特に過去
にワクチンを接種したウマは、感染しても症状を
発現しないこともある（不顕性感染）。他の感染症
も馬インフルエンザに似た臨床症状を示す可能性

がある。例として馬ヘルペスウイルス1型や4型あ
るいは腺疫（Streptococcus equi）などである。獣医
師は鼻腔スワブあるいは理想的には鼻咽頭（鼻孔
の奥の喉の背部）スワブを採取し、確定診断のため
に家畜病性鑑定研究所に送付するべきである。鼻
腔 ス ワ ブ の 採 取 方 法 に 関 す る 情 報 は 、
http://vetsci.ca.uky.edu/servicesにて入手できる。
ウマが馬インフルエンザの臨床症状を呈した場
合、経験則的には発熱している間であるが、1週間
はウマを馬房内で休養させるべきである。

2．FC1、FC2の両方に有効なワクチンを接種す
ること。ワクチンに対するウマの抗体反応は永
続しないため、ウマが6ヵ月以上ワクチンを接
種していなければ、ブースターを接種する必要
がある。最後のブースター接種から3ヵ月以下
であれば、免疫は最高に達しているはずであ
る。獣医師に相談し、AAEPのガイドライン

（ h t t p s : / / a a e p . o r g / g u i d e l i n e s /  
vaccination-guidelines/risk-based-vaccination- 
guidelines/equine-influenza）を参照しなさい。馬
インフルエンザが発生しウイルスに曝露される可
能性があれば、発生時に直ちにワクチン接種をす
れば、十分な時間、少なくとも1週間あれば抗体産
生が開始される。

3．かかりつけの獣医師およびウマを連れて行く
施設の管理者あるいは所属獣医師に連絡しなさ
い。馬インフルエンザは発生しているか？もしそ
うならば、所有馬のワクチン接種状況を再確認し、
インフルエンザへの曝露の可能性を再評価しなけ
ればならない。

4．感染症に対するバイオセキュリティは、可能な
限り常に曝露を避けることが最善である。牧場で
の最善のバイオセキュリティは、新入厩馬を在厩
馬から隔離し、十分な時間検疫を実施し、新入厩馬
が疾病を持ち込んでいないことを確認することで
なされる。馬インフルエンザは発咳による飛沫感
染、および感染馬に接触した手や服／器具（媒介
物）による間接感染により伝播する。

連絡先：
Thomas Chambers, PhD
tmcham1@uky.edu
(859) 218-1126
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY 

馬ネオリケッチア症：2018年のケンタッキー州に
おける発生
　ウマのポトマック熱として良く知られている馬
ネオリケッチア症（EN）は、Neorickettsia risticiiを
原因とするウマに特有の細菌感染症である。本症
は、ポトマック川の近くで放牧されたウマに散発
的に認められる疾患として、1979年に米国で初め
て報告された。現在の本症の分布は、米国北東部を
はるかに超えて広がっており、米国の43州、カナ
ダの3州、南米ではウルグアイやブラジル、ヨー
ロッパではフランスやオランダ、インドで報告さ
れている。本症は、小川や川に隣接した牧草地に放
牧されたウマに認められることが多い。馬ネオリ
ケッチア症の発生は季節性で、ケンタッキー州で
は主に7月から9月に認められる。
　本症は本来伝染性ではない。ウマは、N. risticiiに
感染したメタセルカリア（吸虫の幼虫）を含む水生
昆虫を偶然に摂取することで感染する。
　本菌の生活環には、淡水有蓋巻貝類やカゲロウ
類やトビケラ類などの水生昆虫が含まれ、後者が
ウマへの感染源である。
　馬ネオリケッチア症は、施設内において孤立症
例あるいは複数症例の発生として認められる。過
去の経験から、ある施設またはある特定の場所で
本症の発生が認められた場合、その後数年間に再
発する傾向がある。
　Neorickettsia risticiiは感受性の高いウマに急性
腸炎を引き起こすことがあり、臨床症状として発
熱、様々な重篤度の疝痛や重度の下痢などが認め
られる。あらゆる年齢や品種のウマが発症する危
険性がある。妊娠牝馬における感染は、感染直後あ
るいは臨床症状が消失してから数ヵ月後に流産を
引き起こす可能性がある。
　馬ネオリケッチア症は、長年、ケンタッキー州で

発生が報告されてきた。本症は年間発生数にばら
つきがあり、春に降雨量が多く、晩春や初夏の気温
が平均気温より高い年に、その発生は増加するこ
とが多い。
　2018年は、6月1日にケンタッキー州で最初に
確認された。8月25日の週までの間に26例が診断
された。この発生数は実際よりもおそらく少ない
だろう。ENは特徴的な臨床症状に加えて、原因菌
に対するポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって確

定診断される。
　合計症例数の詳細な内訳から、本症が9つの地
域で確認され、その多くはケンタッキー州中央部
であったことが明らかとなった（図 3）。罹患馬の
年齢は、1歳から17歳であった。多数を占めたのは
牝馬（20例）であった。最も多い症例はサラブレッ
ド種（18例）であったが、他に6種のウマにも認め
られた。ケンタッキー州で報告された26例のうち
6例は死亡し、その他は生存した。
　ENによる損失を最小限にとどめるには、ウマの
飼育環境を見直し、本症の発生リスクを軽減する
方策についてかかりつけの獣医師に相談するべき
である。ウマが水生昆虫を摂取してしまう機会を
最小限にするためには、夜間に厩舎内や厩舎周辺
やその他の場所の照明を消灯することもまた推奨
されている。

連絡先：
E.S. Rusty Ford
Rusty.ford@ky.gov
Office of the Kentucky State Veterinarian
Frankfort, KY

図3　ケンタッキー州におけるポトマック熱発症
数（2018年）
確認例26例内訳：
各1例：ブラッケン郡、フランクリン郡、ハリソン郡、シェルビー
郡およびメトカーフ郡
各3例：ファイエット郡およびウッドフォード郡
4例：スコット郡
11例：バーボン郡

ケンタッキー州獣医局（2018年8月25日更新）
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文 献 紹 介

　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
 
○レース後のサラブレッド競走馬に対する冷却カ
ラーの熱疲労緩和効果
Alleviation of thermal strain after racing in the 
thoroughbred racehorse 
with the use of a cooling collar
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
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Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。
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　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。

1)栗東トレーニング・センター  競走馬診療所
2)美浦トレーニング・センター  競走馬診療所
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
 
○レース後のサラブレッド競走馬に対する冷却カ
ラーの熱疲労緩和効果
Alleviation of thermal strain after racing in the 
thoroughbred racehorse 
with the use of a cooling collar
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p33-37
Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。

　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
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Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。

　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
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Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。

　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
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Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。

　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
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Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。

　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
 
○レース後のサラブレッド競走馬に対する冷却カ
ラーの熱疲労緩和効果
Alleviation of thermal strain after racing in the 
thoroughbred racehorse 
with the use of a cooling collar
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p33-37
Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
は、脳へ送られる血液の温度が低下するならば、温
度差による伝達のため、脳の熱は失われるという
点。二つ目は、動脈の冷却により血管拡張を引き起
こし、脳血流の増加につながる点である。真夏の東
オーストラリアで行われたレース後、高体温と
なっている競走馬を管理するため、我々は冷却カ

ラーを使用している。冷却カラーをレース後に可
能な限り早く装着し、皮膚温が許容できると考え
られる33℃となるまで、氷水で全身を冷却する。
その後に馬を歩かせ、15分以内に冷却カラーを外
す。冷却は継続されて疲労の状態は改善している
ように観察されるため、適切な位置への冷却カ
ラー装着により高体温の再発生を防ぐことができ
ている。測定者の危険を考慮して、直腸温は測定し
なかった。

Conclusion
　冷却カラーはすべてのスポーツの馬、特にサラ
ブレッド競走馬の運動による高体温に対する有望
な治療方法となりうる。推測ではあるが、脳の冷却
が継続されるならば、深部体温上昇への耐性が増

加し、熱中症の症状がより緩和されるか、完全に消
失するかもしれない。強調しておくべきことは、冷
却カラーは全身の冷却の補助として使用されるべ
きで、全身冷却の代替となるものではないという
点である。
　高体温の競走馬管理のために冷却カラーを使用
することにより、著者の意見では熱疲労による臨
床症状を、想像以上に軽減する。本稿では、この作
用メカニズムの可能性の議論を試みた。気候が暖
かくなると、ウマはより多く悪天候の状況に遭遇
するかもしれない。もしそうならば、高体温のウマ
を冷却するどんな装置でも管理方法の重要な一部
であると考えなければならない。馬の福祉は絶対
的な優先事項であり、冷却カラーの作用機序にお
けるさらなる研究が必要であると結論づける。

　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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　地球温暖化による気温上昇の影響により、熱中
症リスクが高まっているという話をよく耳にしま
す。競走馬でも同様に、ここ数年間レース日の熱中
症頭数は10年前と比較して増加しています。JRA
では現在様々な暑熱対策を実施していますが、関
係者が馬における熱中症のメカニズムや対応策に
ついて知識を深めることは重要です。今回は、暑熱
対策に特に力を入れているオーストラリアの
Racing New South WhalesがCentre for Veterinary 
Educationという雑誌に投稿した以下の資料で紹
介します。
　サラブレッドがいかに暑熱環境に弱い動物かを
理解するため、レース後の効果的な馬体冷却方法
などを検討するための、参考になれば幸いです。

○激運動と環境熱による負荷－サラブレッド競走
馬の熱性ストレスに対して気候（天候）はどのよう
に影響するか？
STRENUOUS EXERCISE AND ENVIROMENTAL 
HEAT　LOADS　－　HOW THE WEATHER 
IMPOSES HEAT STRESS ON THE RACING 
THOROUGHBRED
M A Brownlow
Centre for Veterinary Education | Est. 1965 CVE 
Control & Therapy Series ‒ Issue 293 December 
2018 p38-43
Introduction
　競馬開催に執務する獣医師は、悪天候、特にオー
ストラリア東部の温度や湿度に晒される競走馬に

対して福祉・管理の責任を負う。メディアや動物福
祉団体は、暑い環境での競走馬に関する方針と開
催の計画に疑問を投げかけてきたが、有効なリス
ク評価を行うために、獣医師はどのような天候が
熱ストレスに繋がるのかを理解することが最も重
要である。
　この記事は全てのウマスポーツ競技に当てはめ
る事ができる。

S t r e nuou s  e x e r c i s e  a n d  t h e  t h e rma l  
environment provoke separate and largely 
independent physiological strains
激しい運動と暑熱環境はそれぞれ独立した生理学
的緊張を引き起こす
　すべての動物種において、環境熱が影響を及ぼ
すメカニズムは複雑であり、気温だけでなく気温、
放射線、風および湿度の相互作用によって決まる。
これに加えて、ヒト、グレイハウンドおよび競走馬
などの競技種は、激しい運動によって大量の代謝
熱を生成することにより高体温となる。中でも、サ
ラブレッド種競走馬における状況は独特である。
すなわち、サラブレッド競走馬は非常に短い距離
を最大速度で走ることで莫大なエネルギーを発生
させ、その多くを熱として放出する。レース中では
積極的な体温調節が行われないため、熱が体内に
留まり深部温度の上昇を引き起こす。Hodgsonら
は、代謝熱が全て貯蔵された場合、競走馬の深部温
度は毎分0.8℃上昇すると推定している。平熱を
38℃と仮定すると、2分以上のレース後には深部

温度は40℃を超え、筋肉の温度も上昇することに
なる。この代謝熱の蓄積はレース中の競走馬の特
徴であり、深部温度がコントロールされていると
しても、レース直後において熱負荷を消散させる
ために、体温調節機構をすぐに開始しなければな
らない。もしこれが達成されない場合、動物の健康
に影響を及ぼすことになる。

Cooling depends on the thermal environment
冷却効果は熱環境に左右される
　皮膚に到達した代謝熱は、放熱、対流および/あ
るいは汗の蒸発によって取り除かれる。これらの
プロセスによる熱交換は、「放熱」、「気温」、「湿度」
および「風速」といった環境中の4つの物理的特性
により決定される。涼しい天候の場合は、馬の体内
に蓄積された代謝熱は効率よく空気中に放散され
る。しかし、高温や多湿の場合は、熱放散を妨げる
だけでなく、代謝熱の負荷を増加させる可能性が
ある。この熱伝達の制限は、動物の体温調節機構の
欠点によるものではなく、熱負荷を放散するため
の環境容量の限界によるものである。

How  me tabo l i c  h ea t  f r om  the  co r e  i s  
transferred to the environment ‒ the processes 
of convection, radiation and evaporation
深部からの代謝熱はどのようにして環境に伝達さ
れるか　－　対流、放熱および蒸発作用
　身体と環境の間における熱伝達は、3つの独立
した物理的プロセスにより、温度や水蒸気圧の勾
配（あるいは違い）に従って高い方から低い方へと
移動する。これらは対流、放熱および蒸発であり、
涼しい環境においてそれぞれが熱損失に寄与す
る。しかし、暑熱環境中の運動において体温調節は
困難であり、そのような環境下にある競走馬に
とって、汗の蒸発は熱を効率的に消散させ得る唯
一の方法である。十分な蒸発冷却が可能であるか
は、第1に汗が十分生産されているか、第2にその
特定の時間における環境変数が汗を十分蒸発させ
るかどうかに左右される。この環境中の蒸発容量
はEmaxと呼ばれる。
　対流熱伝達は、‘乾燥’による熱損失と呼ばれ、完
全に環境条件によって左右される。皮膚と気温の

温度差は、対流熱交換能を決定付ける。レースが涼
しい環境下（15-20℃）で行われるとき、皮膚温

（30-33℃）は気温よりも高く、対流と放熱だけで
熱負荷の大部分を消散させる。しかし、気温が高い

（>35℃）場合は、皮膚温が上昇するにもかかわら
ず、皮膚と気温の温度差はより小さくなり対流は
減少するので、熱損失はますます汗の生成と蒸発
に依存するようになる。対流冷却は、約36℃の気
温ではわずかとなり、これ以上の気温になると対
流熱交換は逆転し、熱が失われるのではなく体内
に蓄積される。対流冷却速度は、皮膚表面における
空気の動きの影響を強く受ける。

Radiative Heat Transfer
放熱伝達
　屋外における、熱放射(R)による熱取得は、太陽
への直接暴露と動物の皮膚よりも熱い周囲からの
反射熱および再放射熱によって生じる。雲一つな
い晴天の日は放射熱が最大になり、12時頃にピー
クに達し、雲の種類によって動物の身体に相当量
の熱を与えることができる。晴天の下では、太陽や
周辺の熱い地表から輻射熱を得ることになり、猛
暑日には、開催日の厩舎エリアで普及している黒
い塗装から相当量の熱を再放射していることは明
らかである。太陽放熱はヒトの皮温を1.5-2.0℃上
昇させるとされており、同様に暑く晴れた日に運
動しているウマにおいて太陽放熱からの熱取得は
15%を超えるという記録がある。放射熱の取得は
毛色とも関連があり、濃い毛色は薄い毛色よりも
太陽からより多くの熱を得ることになる。平均輻
射熱(MRT℃)は輻射熱量の気象学的評価であり、
冬季は15-20℃であるのに対し、夏季の暑い日に
は60-70℃となる。

Evaporative Heat Transfer
蒸発熱伝達
　汗の生成と蒸発は、ヒトやウマの高体温に対抗
する最も効果的な生物物理学的メカニズムである
と考えられている。これは、ほとんどの環境下にお
ける運動中熱損失の主要な方法であり、気温が皮
膚温を超えた際に熱を消散させる唯一の手段であ
り、低湿度環境下において最も効果的なメカニズ

ムである。蒸発は、皮膚表面の汗が液体から気体へ
変化し、水蒸気が周囲空気中へ拡散するという2
段階のプロセスを踏む。蒸発の推進力は、濡れてい
る皮膚表面と空気との間の水蒸気圧(WVP)の差で
あり、これは湿度の上昇に伴い減少する。皮膚から
滴り落ちる汗は、蒸発が効率よく行われず身体が
十分に冷却されていない徴候である。汗の蒸発は、
空気の動き（風速）と水蒸気圧（絶対湿度）によって
決定される。
　絶対湿度(Pa)は空気中の水蒸気圧のことであ
り、蒸発に直接影響する。相対湿度(RH％)は一般的
に参考にされるものの、誤解や誤用されやすい湿
度変数である。通常、パーセンテージで表され、空
気中の水蒸気と同温度における理論上の飽和蒸気
圧との比である。簡単に言えば、RH％は空気が水
蒸気によってどの程度満たされているかを示す。
しかしこの計算をよく見てみると、分子は湿度に
依存する一方、分母は気温によって変化する。これ
は、空気中の実際の含水率（水蒸気分子の数）が一
定であっても、相対湿度が著しく変化することを
意味する。RHは空気中の水蒸気が飽和状態に近い
ときに最も高く、その状態は通常、早朝または冬季
に発生する。このように、RHは環境温度に反比例
するため、日中は通常一日を通して低下する。しか
し、絶対湿度と蒸発の力はしばしば概ね定量とな
る。
　RHは湿度と温度の両方に左右されるため、個別
変数の特定の影響が目的となる熱ストレス研究に
おける使用は限られる。絶対湿度と比較し、相対湿
度は環境中の蒸発容量とは直接相関していないた
め、暑熱ストレスの可能性に対して信頼できる指
標とはならない。

Humid i t y  and  w ind  speed  d i c t a t e  t he  
evaporative capacity of the environment
湿度と風速が環境の蒸発容量を決定する
　汗が蒸発するための限定要因は、皮膚表面の空
気の流れと絶対湿度である。気温、相対湿度および
絶対湿度に相関がある。
　気候が安定していれば、水蒸気圧（Pa）は日中を
通して一定であるが、相対湿度は朝の涼しい時間
帯は高く、暖かくなるにつれて低下する。競馬が開

催されている日中のRH%低下は、蒸発のための状
況が改善しているわけではなく、むしろ気温の上
昇に伴い飽和水蒸気圧（理論上の最大値）は上昇し
ている。さらに、相対湿度が高い場合は環境中の蒸
発容量が制限される場合があり、馬体の冷却に困
難が生じると考えられる。
　風の流れはウマの周囲の気温を緩和できるた
め、蒸発に多大なる影響を与える。体表面近くの暑
い空気と蒸発した汗が押し流されることにより熱
放散と蒸発が増加し、体温の喪失を促す。しかしな
がら、空気の流れは予測が難しく、時間、方向、場所
によって変化する。急に風が弱まると、平穏な開催
日はウマにとって熱の影響を受けやすい日へと変
化する。競馬場内には風通しが悪い場所があるの
も事実である。例えば厩舎エリアは「吹き溜まり」
となりやすく、コース上やパドックなどの開けた
場所と異なり、変化しやすい微小な蒸発環境を形
成する。夏季に風が弱いと馬体の冷却に影響し、熱
疲労が起こりやすくなる。一方、気温が高くても風
が強い場合は、絶対湿度が高くても蒸発による冷
却に適した環境となる。

Discussion
　激しい運動は、著しい代謝熱あるいは内部熱負
荷を生み出す。ウマの深部体温が上昇しないよう
に熱を放散させるためには外気温が密接に関係し
ている。‘熱平衡’とは、体と外気温の相互関係のこ
とを指す。もし外気温が体温の放散に対して適切
でない場合、熱疲労発生の可能性や労作性熱中症
の兆候を伴い、結果として高体温症になると考え
られる。しかしながら、ウマにとって全てのスポー
ツが同条件であるわけではないということを認識
しておくべきである。競走馬は競走中に大きな筋
肉運動により多くの熱量を産生している。一方、エ
ンデュランスや馬場馬術で、産生される熱量は少
ない。Hodgson（1993）は、競技種目により熱産生
量は異なり、エンデュランスでは400kJ/min、馬術
競技では500kJ/min、競馬では1250kJ/minである
と述べている。つまり、代謝熱は競走馬において相
当に高いと言える。天候の暑熱ストレスに対する
影響は、二つのカテゴリーに分類される。一つ目は
気温が40℃に達して輻射熱が高い日、二つ目はや

や高めの気温で絶対湿度が高い水準にある日であ
る。どちらの条件にも影響するのが風速である。こ
の論文では、赤外温度計測により39℃以上の皮膚
温でかつ中枢神経機能不全の新たな徴候を示した
ウマのことを暑熱の影響を受け‘hot’であると定義
される。
　では、どの程度暑ければ“とても暑い”状態なの
だろうか？（38℃以上の）高温になると皮膚温が
上昇し、熱伝導および輻射熱伝導を相対的に変化
させることで、熱の蓄積が始まる。生理学的には、
体表血流が増加し、発汗が始まる。この点におい
て、熱の主要な消散を引き起こす唯一のメカニズ
ムは発汗による蒸発であり、気管からの熱損失は
ごくわずかである。外からの輻射熱とレースによ
り産生された熱が合わさることで、レース後の高
体温症が起こりやすくなる。筆者の経験では、サラ
ブレッド種競走馬は‘乾燥した’高温に耐性を持ち、
NSWでは39-41℃の酷暑日の湿度は基本的に高く
はない。筆者が観察した期間でウマが熱の影響を
受けた23日のうち、36.5℃-40℃以上の日は6日間
あったが、平均相対湿度は30.0%、平均絶対湿度は
1.9kPaであった。臨床的な重症度の決定要因は風
速であった。風速1.0m/s以下の場合、ウマは暑さ
に順応できず、風速2.5m/s以上では順応できた。
実際、後者では汗が効果的に気化したことにより
被毛が乾燥し、心拍は外気温が高すぎない日と同
程度に回復した。つまり、彼らは暑熱ストレスの臨
床症状を示していなかった。
　二番目に悪い天候条件は、気温は高すぎないが
湿度が高い場合であり、多くのウマが有意に暑熱
の影響を受けた。外気温が29.2-35.0℃の日は17
日間あり、その大半は30℃をやや下回る気温で
あった。相対湿度は50-80%であったが、最も重要
な点は、絶対湿度が概して2.50kpa以上であった
ことである（絶対湿度はVAISALA湿度計5.0により
測定した）。この場合も、最も重要な要因は風速で
あった。風速が1.0m/s以下に下がった場合はウマ
のコンディションが悪く、ほとんどのウマが積極
的な冷却を必要とした。レース後のウマからは汗
が滴り落ち、心拍数の上昇やパンティングなどの
熱疲労の症状を見せていた。これは蒸発が制限さ
れたことで冷却が不十分となったためである。

Conclusions
　暑熱時期において、獣医師が競馬開催に適した
日かどうかを予測するためには、インターネット
の天気予報を参考にすることが重要である。競馬
開催時間帯は、午後の4-5時間も含まれ、これは一
日のうちで外気温が最も高い14:00-16:00を含
む。一方、輻射熱のピークは12:00頃である。
　単純に気温が高いだけであるか、気温と湿度の
両方が高いのかを確認し、そしてその日にはびこ
る風速についての情報を得ることが最も重要であ
る。熱中症に対するリスクアセスメントはこれら
の情報に基づくことになる。相対湿度の測定は、注
意が必要であり、RH%は飽和水蒸気量と気温の二
つの変数が関わっている点を理解した上で利用す
るべきである。そのためRH%は、絶対水蒸気圧が一
定にもかかわらず、相対湿度は夜に上昇すること
がある。これらのことから、絶対湿度と風速が競走
馬における熱中症の原因として最も重要な要素で
あることが示唆された（Brownlow-非公表結果）。
一日を通した天候のモニタリングが推奨される
が、その方法は今後の検討課題である。
　最も悪い気象条件は、気温がやや高く(33.0-35.0℃)
絶対湿度が高い(>20.0kPa)日である。これらの条
件は熱中症発生リスクとして過小評価されがちで
あり、そして風速が重要であることを忘れてはい
けない。天候は予測不能であり、前触れなく変わる
ことがある。朝の清々しい風は午後には完全にや
み、雲も消えてしまうため、その状況をより複雑に
させる。
　以上のことより、気温の‘カットオフ’値というも
のはあてにならないことがわかる。というのも、暑
熱による生理学的疲労には個体差があり、ウマの
代謝熱産生と、湿度、雲量、風速などの気候条件と
の複雑な相互関係に依存しているためである。し
かしながら、獣医師は馬の福祉を最優先し、夏季を
通して‘事前に準備’しなければならない。熱中症の
リスクが高い日と予測された場合は、不測の事態
に備えた対策をし、開催委員に相談するべきであ
る。一般的に、温暖な湿度の高い日における競走馬
の熱中症発症リスクは軽視されがちであるが、気
温単独ではリスク評価の信頼できる条件にならな
い。‘冷却装置、持続的な氷の補給および更なる人

力’は、熱中症馬に対して必須である。そして当然
であるが、最優先事項は馬の福祉である。
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Abstract
　サラブレッド競走馬が激しい運動を行うと、筋
収縮により多量の熱が産生され、体内に熱が蓄え
られる。この熱は、隣接する組織へ直接伝わり、そ
の他の組織へは血液を介して伝わる。脳を含む全
身組織を還流する血液温度の上昇は、動物を熱中
症の危険にさらす可能性がある。全ての動物種の
脳は熱に対して非常に脆弱であり、ヒトでは41℃
の体温(競走馬では最大運動時の一般的な体温)で
脳機能に可逆的障害が起こり始めると報告されて
いる。競走馬における熱中症の臨床症状は神経学
的なものであり、脳への損傷の程度に対応して、軽
度から重度まで症状は変化する。熱中症への主な
治療は氷水による全身冷却である。本稿では全身
冷却の補助となる冷却カラーの開発について記載
する。冷却カラーが示す正確な作用機序について
は不明なままで、実験研究のない推測の域ではあ
るが、苦痛の緩和と心肺機能の回復という明らか
な熱疲労の減少を伴うことにより、熱中症の症状
改善に有効である。冷却カラーが、高温多湿環境下
でレースを行う競走馬に対し、冷却補助として有
用な治療方法であることについてのさらなる調査
が必要となる。

Introduction
　暑熱環境下での負荷の強い運動は、筋肉や心血
管系だけでなく脳にも影響を与える。内臓などの
体深部の温度と動脈血温度が上昇すると、同時に
脳の温度も上昇し、脳の熱性損傷の危険を伴うよ
うになる（Cabanac 1993;Nielsen and Nybo 

2003;Mitchel et al. 2006）。すべての臓器は温度上
昇によって影響を受けるが、特に脳機能は脆弱で
ある（Sharma and Hoops 2003）。暑熱環境での運
動中、脳温度を調節する複雑な生理機能は失調す
る。一つ目は運動が引き起こす脳の活性化による
代謝熱産生量の増加であり、二つ目は脳血流量減
少による熱除去機構の低下である（Nybo et al. 
2002;Nybo and Secher 2004）。後者は、高体温や
運動によって引き起こされる過換気およびそれに
伴う低炭酸ガス血症に起因し、一般的な影響は脳
を蓄熱させることである（Nielsen and Nybo 
2003; Nybo 2007）。脳を灌流する血液は生成され
る代謝熱の大部分を除去するので、脳の温度は、脳
を流れる血流の速度および供給される血液の温度
に依存する。最も調査されている動物（サル、ネコ、
ヒツジ、イヌ）では、脳動脈血の温度が脳温度の主
要な決定因子であることが証明されている（Baker 
1982：Zhu et al 2006）。
　サラブレッド競走馬は、短距離を除き時速約70
キロメートルでの走行が可能な高い運動強度を持
つ優れたアスリートである。生成された熱が中核
温を毎分約1℃上昇させるため、熱が蓄積され放
出されない場合は42℃まで上昇する可能性があ
ると推測されている（Hodgson et al 1993）。一般
的に恒温気候条件下でのレースでは問題とならな
いが、高温多湿の気候条件である場合、熱放散が影
響を受け、熱中症となる場合がある（Brownlow et 
al. 2016）。

選択的脳冷却(SBC)についての議論－運動による
高体温に対する脳温度低下のメカニズム     
種特異的な脳温度上昇に対処するメカニズム
Species with a carotid rete  頸動静脈洞を持つ種
　多くの哺乳類－偶蹄目（豚、ラクダ、鹿、羊、牛、ア
ンテロープなど)や肉食動物は熱ストレス時に中
核温よりも脳温度を低く保つことができる。この
理由はreteと呼ばれる頸動脈の特別な構造による
ものである（Zhu et al. 2006; Baker 1982)。これは
脳基底部の海綿静脈洞の内に位置する、絡み合っ
た動脈の細かい網状組織のことである。この構造
により、流入する高温の動脈血と呼吸面での蒸発
により冷却され流出する静脈血との間で、持続的

な熱交換が可能となる。網構造の存在はこれらの
動物種において、特に高温環境時や運動による熱
ストレス時、脳温度と体温を解離させることを可
能にする。アンテロープの一種であるトムソンガ
ゼルでは、脳と体幹部の間で2.7℃の温度差がある
と報告されている(Taylor and Lyman 1972)。この
ように動脈血より脳温度を低く保つ機構は選択的
脳冷却機構（SBC）と呼ばれる。

Species without a carotid rete ‒ the horse and 
human頸動静脈洞を持たない種－ウマとヒト
　ウマもヒトも頸動静脈洞を持たない。脳への血
液は内頸動脈を通じて供給され、内頸動脈は静脈
血を貯蔵する静脈洞を通り過ぎ、冷却処理をされ
ずに頭蓋腔底から入る。この静脈洞のひとつは海
綿静脈洞であり、内頚動脈は大脳動脈輪を形成す
る前にこの場所を通ってから脳動脈として分か
れ、脳組織全体に循環する（Levine, 2008）。
　頸動静脈洞を欠く種では脳と体温が並行して変
化する傾向にあるため、運動による高熱は脳に明
らかな損傷を与える。長年にわたり、選択的脳冷却
機構（SBC)が存在するかどうかについて、ウマやヒ
トの比較生理学では議論が続いている。ウマでは
SBCの存在が記されたことがある（McConaghy et 
al., 1995）が、近年異なる研究者らは、SBCの存在
と併せてBaptisteらが2000年に発表したSBCとし
ての喉嚢の役割に対しても、疑問を呈している
(Mitchell et al., 2006)。Mitchellら（2006）は、SBC
はおそらくどんなウマ科にも存在しないと進化論
の観点から意見を唱えた。彼らは、ウマは頸動静脈
洞をもつ種らと比較しても長時間速い速度で走り
続けるようには進化してきておらず、野生の状態
では素早い発汗により暑熱下での運動に対処し、
可能な限り早く運動活動を終了させる（Fuller et 
al., 2000; Maloney et al., 2002）。しかしサラブ
レッド競走馬にはそのような選択肢はない。
　Caputa（2004）はウマの脳への血液循環を図示
した。対の頸動脈は頚部を通過し内外に分岐する。
内頚動脈は錐体静脈洞に入りS状構造を形成し、脳
血管が発生する大脳動脈輪を形成している硬膜の
通過前に海綿静脈洞に入る。一般的な洞では、血液
がゆっくりと流れる比較的面積の大きな場所で、

温かい血液と冷たい血液の熱交換が行われるとい
う冷却原理である。海綿静脈洞内には単一の頸動
脈しか存在しないため、この空間を有していない
ことは明らかであり、動脈と洞内での熱交換の可
能性は僅かである(Jessen 1998; 2001)。

The role of the upper respiratory passages as a 
powerful heat exchanger ‒ the horse as a 
‘capable panter’?  上気道の強力な熱交換として
の役割
　ウマは選択的脳冷却機構をほとんど持っていな
い。
　しかし、ウマは上気道で形成される強力な熱交
換機構を持っているため、運動による熱ストレス
がかかる状況下では、優れた能力を発揮する。この
熱交換機構は、上気道の大きな粘膜表面を利用し
て血液を冷却する能力と言うことができる。鼻粘
膜から冷たい静脈血が戻ってくる可能性のある
ルートは２つある。ひとつはCaputaの図に示され
ているように上気道から海綿静脈洞に入る眼角静
脈であり、もう一つは頸静脈から体循環に流れる
顔面静脈を通る経路が考えられる（Jessen 2001）。
疑問が生じるのは、この機構が実際に運動による
熱ストレスおよび高体温の状況下で脳を冷却でき
るのかということである。厳しい環境下で競馬を
行った国々でみられた神経症状を伴う熱中症の流
行は、この機構が十分ではないことを示唆してい
るかもしれない（Brownlow et al., 2016）。

Development of a cooling collar as an adjunct 
to whole-body cooling全身冷却の補助器具とし
ての冷却カラーの開発
　運動を行うウマ、とりわけ競走馬の運動誘発性
熱疾患（EHI）の症状に遭遇した臨床獣医師は、可能
な限り早く馬体を冷やすことが有効な治療の基本
であると理解している。治療にとって役立つ格言
は「早期発見早期対処」である。冷却された血液が
体を循環することになるように、頭部、頸部および
肢の主要血管を氷水で集中的に冷やすことを目的
とする治療である。高温となったウマの中核温の
冷却には10～15分の時間を要し、しばらく歩くと
十分程度で再度異常高熱となる。そのため、再冷却

は定石である（Brownlow 2014）。
　臨床獣医師が高温となった馬の脳を冷却する手
助けとなる実用的な方法は、皮膚表面を冷やし、伝
達／伝導によって血液を冷却するのみであること
は明らかである。全身の冷却はある程度までは可
能であるが、異常高熱の再発は頻繁に生じる。そこ
で、全身冷却の補助器具として冷却カラーを設計
した。両頸部の比較的広い範囲の表面に接するよ
うに袋は設計され、その中にクラッシュアイスを
積めるようになっており、動脈、隣接する静脈およ
び周辺組織にとっての吸熱部位となるように作ら
れた。ウマの長い頸にカラーはよくフィットし、馬
の頸の上部3分の1にある動静脈は非常に表層に
近く、冷却しやすい。3つの伸縮するストラップは
フリーサイズとして設計され、ウマの頸にカラー
が留まりどのような馬にも受け入られるように適
切な圧迫がかかるようデザインされている。カ
ラーに市販の化学冷却材を入れることは可能だ
が、氷で満たされた場合の方がより冷却効果を示
し、より長い時間冷却を維持できるという報告が
ある。氷の使用が吸熱部位としての機能を最大限
に発揮する（McMeeken et al., 1984: Phan et al., 
2013）。

Cooling the Neck Region in Humansヒトにおけ
る首の局所冷却
　冷却カラーはアスリート（Tyler and Sunderland 
2011a; 2011b）や軍隊（O’Hara et al., 2008）にお
いて使われている。ヒトにおけるこれらの装置の
目的は、スポーツ大会や戦場でパフォーマンスを
維持することである。しかし、サラブレッドの競走
馬またはスポーツの馬において、唯一の目的は回
復の促進である。ヒトの首の冷却は胴体の同じ表
面積を冷やすより効果的に熱疲労による負担を軽
減すると考えられている（Shvartz 1976）。Palmer
ら（2003）はヒトにおいて、高負荷運動中に首を冷
却することで脳と中核温の上昇を抑え、身体的負
担と熱疲労症状を改善すると報告した。冷却して
いない時と比較して、頚部を冷却するとより高い
直腸温と心拍数に耐えることができた。また、頚部
側面への氷嚢の使用により、脳温度を0.2℃から
0.5℃低下させることが証明されている（O’Hara et 

al. 2008; Palmer et al. 2003; Gordon et al. 
1990）。
　これらの効果に付け加えて最も重要な点は、頸
動脈壁を冷やすことで血管が拡張し、脳の血流と
灌流量が増えるというさらなる効果が示されてい
ることである（Nybo et al. ,  2002; Zhu 2000; 
Godon et al., 1990)。Mustafaら（2002）は、体温上
昇に比例した頸動脈温の上昇が（運動による高体
温で発生する）、血管収縮作用を誘発することを実
験的に証明した。また、このことは結果として脳血
流が減少し、熱中症の病態生理における主な要素
である、脳の虚血に直接的に関与する。首の局所冷
却とそれによって起こる脳の血管への血液供給
は、血管収縮を排除または減少させ、血管拡張を引
き起こすという点で有望な治療方法となり、EHIに
関連する脳の病態生理を効果的に解消する可能性
があると、これらの著者は結論づけた。

Discussion
　冷却カラーの作用機序はまだ解明されていな
い。いくつかのヒトにおける研究では、冷却カラー
が脳に流入する頸動脈の血液を冷却し、脳が冷た
く保たれていると中核温上昇への耐性が増し、熱
中症症状の管理をより簡便にすると示した。また、
他の研究者たちは、カラーが皮膚から熱を除去す
る吸熱部位として働き体温を低下させ、結果とし
て頚部領域の皮膚温度受容器を単に冷却する効果
として熱疲労を減少させると主張している。カ
ラーが頸静脈の静脈血を冷やしている可能性は大
いにありえる。これは、脳に対するどんな影響も心
臓から送られる血液の温度低下による結果であ
り、冷却カラーが全身を冷却して、二次的に脳を冷
却しているということを意味する。
　頸動脈は、脳に血流の大部分を供給する。冷却カ
ラーが頸動脈の血液を冷却することができるなら
ば、2つの有益な影響があるかもしれない。一つ目
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　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。
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時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。

文 献 紹 介

　馬伝染性貧血の診断法として、ウイルス分離や、
PCR法およびELISA法などがあるが、寒天ゲル内沈
降反応試験が日本を含め、世界中で標準診断法と
して用いられている。しかしながら、日本の家畜伝
染病予防法に記載されていた方法と、国際獣疫事
務局（OIE）マニュアルの間で、いくつか異なる部分
がある。（訳者注：なお2018年4月に、馬伝染性貧血
が日本おいて清浄化されたと考えられることか
ら、家畜伝染病予防法の検査方法を定める規則別
表第１から馬伝染性貧血に関する部分が削除され
た。）具体的にはゲル濃度とゲル作製に用いるバッ
ファーであり、日本の方法では生理食塩水で0.8%
ゲルを作製、そしてOIEの方法ではホウ酸バッ
ファーで1%のゲルを作製する。馬の国際間移動が
一般的となり、馬伝染性貧血診断のために寒天ゲ
ル内沈降反応試験が行われることが多くなってい
る。そのため日本の方法と国際的に用いられてい
る方法であるOIEの方法で得られた結果に差があ
るのかどうかを調査することは重要であることか
ら、本研究では家畜伝染病予防法に記載されてい
た方法とOIEマニュアル記載の方法、2種類の馬伝
染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応試験の比較を
行った。
　抗原およびゲルは、日本の方法では精製伝貧ゲ

ル沈抗原（日生研）および馬伝染性貧血診断用寒天
ゲルプレート（日本バイオテスト）を、OIEの方法で
はAGID EIA Test（IDEXX）およびホウ酸バッ
ファーで溶解した1%の自作ゲルを使用した。検体
として、美浦および栗東トレーニング・センター繋
養の競走馬および乗用馬の血清、ベルギーおよび
アメリカから輸入された乗用馬の血清を用いた。
加えて、JRA競走馬総合研究所で冷凍保存されて
いた陽性血清、および馬伝染性貧血ウイルスに感
染した宮崎県都井岬の御崎馬から2011年に採取
された血清を用いた。合計651検体の血清を試験
に供した。
　651検体中647検体の結果が2つの方法間で一
致した。残りの4検体のうち2検体は両方法で判定
不能であった。1検体は日本の方法で陽性、OIEの
方法では判定不能、そして最後の1検体はその逆
であった。一致率を評価するカッパ係数は0.962
であり、2つの方法の結果はほぼ完璧（almost  
perfect agreement）に一致していた。また、陰性と
判定されたベルギー輸入の乗用馬血清21検体に
おいて、日本の方法では非特異反応が観察された
が、OIEの方法では観察されなかった。非特異反応
を示した血清に牛血清を加えて再度試験を実施し
たところ、21検体全てで非特異反応はなくなっ

た。このことから、今回用いた日本製のキットには
牛由来の成分が残っていると考えられ、これは抗
原作製の際に用いた牛血清由来かもしれない。同
様に、非特異反応を示した馬は、ウイルス増殖の際
に用いた牛血清が残存したワクチンを過去に接種

されていたのかもしれない。
　結論として、2つの方法間で馬伝染性貧血の診
断の一致率に差はなかった。しかし、非特異反応が
少ないため、場合によってはOIEの方法の方が判定
しやすいであろう。
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　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。

　馬伝染性貧血の診断法として、ウイルス分離や、
PCR法およびELISA法などがあるが、寒天ゲル内沈
降反応試験が日本を含め、世界中で標準診断法と
して用いられている。しかしながら、日本の家畜伝
染病予防法に記載されていた方法と、国際獣疫事
務局（OIE）マニュアルの間で、いくつか異なる部分
がある。（訳者注：なお2018年4月に、馬伝染性貧血
が日本おいて清浄化されたと考えられることか
ら、家畜伝染病予防法の検査方法を定める規則別
表第１から馬伝染性貧血に関する部分が削除され
た。）具体的にはゲル濃度とゲル作製に用いるバッ
ファーであり、日本の方法では生理食塩水で0.8%
ゲルを作製、そしてOIEの方法ではホウ酸バッ
ファーで1%のゲルを作製する。馬の国際間移動が
一般的となり、馬伝染性貧血診断のために寒天ゲ
ル内沈降反応試験が行われることが多くなってい
る。そのため日本の方法と国際的に用いられてい
る方法であるOIEの方法で得られた結果に差があ
るのかどうかを調査することは重要であることか
ら、本研究では家畜伝染病予防法に記載されてい
た方法とOIEマニュアル記載の方法、2種類の馬伝
染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応試験の比較を
行った。
　抗原およびゲルは、日本の方法では精製伝貧ゲ

ル沈抗原（日生研）および馬伝染性貧血診断用寒天
ゲルプレート（日本バイオテスト）を、OIEの方法で
はAGID EIA Test（IDEXX）およびホウ酸バッ
ファーで溶解した1%の自作ゲルを使用した。検体
として、美浦および栗東トレーニング・センター繋
養の競走馬および乗用馬の血清、ベルギーおよび
アメリカから輸入された乗用馬の血清を用いた。
加えて、JRA競走馬総合研究所で冷凍保存されて
いた陽性血清、および馬伝染性貧血ウイルスに感
染した宮崎県都井岬の御崎馬から2011年に採取
された血清を用いた。合計651検体の血清を試験
に供した。
　651検体中647検体の結果が2つの方法間で一
致した。残りの4検体のうち2検体は両方法で判定
不能であった。1検体は日本の方法で陽性、OIEの
方法では判定不能、そして最後の1検体はその逆
であった。一致率を評価するカッパ係数は0.962
であり、2つの方法の結果はほぼ完璧（almost  
perfect agreement）に一致していた。また、陰性と
判定されたベルギー輸入の乗用馬血清21検体に
おいて、日本の方法では非特異反応が観察された
が、OIEの方法では観察されなかった。非特異反応
を示した血清に牛血清を加えて再度試験を実施し
たところ、21検体全てで非特異反応はなくなっ

た。このことから、今回用いた日本製のキットには
牛由来の成分が残っていると考えられ、これは抗
原作製の際に用いた牛血清由来かもしれない。同
様に、非特異反応を示した馬は、ウイルス増殖の際
に用いた牛血清が残存したワクチンを過去に接種

されていたのかもしれない。
　結論として、2つの方法間で馬伝染性貧血の診
断の一致率に差はなかった。しかし、非特異反応が
少ないため、場合によってはOIEの方法の方が判定
しやすいであろう。
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　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
　関節内にS. aureusを投与して作製した細菌感染
性関節炎モデルでも、滑膜炎モデル同様の滑液中
TP動態および細胞所見を得た。TPは投与36～48
時間後に最高値を示し、TNCCおよび好中球比率は
投与24時間後に最高値を示した後は48時間後ま
で減少傾向を示した。SAA値は血清中、滑液中とも
に上昇した。血清中濃度は投与24時間後から上昇
所見が認められ、36時間後に最高濃度を示した。
滑液中濃度は血清に比べて濃度上昇が遅延し、投
与36時間後から上昇所見が認められた。血清また
は滑液中にSAAが検出された投与24時間後以降の
濃度は常に血清中濃度が高値を示した。
　in vivoで実験的な関節炎を作製し、経時的に血
清および滑液を同時に採材してSAAを測定する実
験は、おそらくこれが最初であろう。細菌感染性関
節炎において滑液中SAA濃度の上昇が血清に比べ
て遅延するため、滑液中濃度は感染の有無の迅速
な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
診断に有効であると考えられた。また、確定診断に
は併せて滑液中TP、TNCC、細胞診、および滑液中
の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
タゾンを投与されていたが、このウマについては
血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。

　【訳者注】筆者らは関節炎における感染の有無を
野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
マーカーによって関節炎の重症度を判定すること
は不可能であると言われているが、重症度を判断
する指標となるタンパクが滑液中に存在すること
が報告されていることから、今後ウマ関節炎の重
症度や予後の判定に有用な滑液中マーカーの検索
を行うことは重要性が高いと考えられた。

文 献 紹 介

背景と目的：
　馬の輸出前検査や輸入後の検疫において馬ウイ
ルス性動脈炎（equine viral arteritis、EVA）の抗体
検査が行われるが、国際獣疫事務局（OIE）のマニュ
アルに記載された標準的方法はウイルス中和試験
である。しかし中和試験は判定までに3～4日間を
要する上、血清中の成分が細胞毒性を示すことに
よって判定が困難な場合があるため、代替法とし
てELISAが用いられることがある。日本では薬事法
に基づく検査薬として承認を受けたEVAのELISA
キットはないが、馬防疫検討会の専門家会議にお
いて、日生研株式会社によって開発されたgp5とN
の融合蛋白質を用いたELISA法（日生研ELISA）が、
検疫などにおける検査法として承認されている。
日生研ELISAは高い感度を持つ一方で、非特異反応
による偽陽性が高頻度に認められるため、より特
異度の高いELISA法が望まれる。海外ではEVAの
ELISAキットが複数市販されているが、その中で
VMRD社（米国）製のEquine Arteritis Virus cELISA

（VMRD-ELISA）は感度と特異度が高く、中和試験
に代わり得るものとして期待されている。本研究
では、EVAの陽性血清および陰性血清を用いて、日
生研ELISAとVMRD-ELISAの感度および特異度を
比較した。

材料と方法：
　陽性血清として、1）EVA自然感染馬の血清

（n=109）、2）EVA実験感染馬の血清（n=28）、3）
EVAワクチン接種歴のある種牡馬の血清（n=23）
を用いた。陰性血清として、1）EVAワクチン接種歴
のない種牡馬の血清（n=97）、2）EVAワクチン接種
歴のない競走馬の血清（n=60）を用いた。
　日生研ELISAは馬防疫検討会専門家会議におい
て定められた方法で、VMRD-ELISAはキットのマ
ニュアルに定められた方法で、ウイルス中和試験
はOIEのマニュアルに定められた方法でそれぞれ
実施した。中和試験の結果に対する二つのELISA法
の感度と特異度を求め、カイ二乗検定でP＜0.05
を有意差ありと判定した。

結果と考察：
　日生研ELISAとVMRD-ELISAはいずれも陽性血
清160検体のうち159検体を陽性と判定し、両者
の感度（99.4%）は等しかった。陰性血清157検体の
うち、日生研ELISAは134検体を陰性と判定した
が、残り23検体は偽陽性だった。一方VMRD-ELISA
は154検体を陰性と判定し、偽陽性は3検体のみ
だった。VMRD-ELISAの特異度は98.1%で、日生研
ELISAの特異度（85.4%）より有意に高かった。今回
示された二つのELISAの感度および特異度は、既報

と概ね一致しており、VMRD-ELISAの優位性を示
すものである。VMRD-ELISAは研究用試薬として
輸入可能で、感度と特異度において優れた同キッ

トが今後検疫や疫学調査に使用されることが期待
される。

馬動脈炎ウイルスに対する抗体を検出する
二つのELISA法についての評価

Evaluation of two enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of
antibodies against equine arteritis virus.

J. Equine Sci. 2018, 29: 111-115

Bannai H, Nemoto M, Tsujimura K, Yamanaka T, Kokado H and Kondo T.

競走馬総合研究所  分子生物研究室　坂内　天
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　ウマ血清アミロイドA（SAA）濃度は、ウマの全身
状態を迅速かつ簡便に評価できる指標として近年
広く用いられるようになった。血清中SAA濃度は、
感染や炎症に対し鋭敏に反応して数値が上昇する
だけでなく、血中半減期が短いため、現在の全身状
態を評価するのに適している。一方、滑液中のSAA
濃度は細菌感染性関節炎の場合のみ上昇すること
が知られているが、関節炎モデルを用いて血中濃
度と滑液中濃度の関連性について前向きに調査し
た例はほとんどない。本実験では、橈骨手根間関節
にLPSまたはStaphylococcus aureusを投与して滑
膜炎モデルおよび細菌感染性関節炎モデルを作製
し、その後経時的に血液および滑液を採取し、血清
および滑液中SAA濃度、滑液中総タンパク濃度

（TP）、および総有核細胞数（TNCC）を測定し比較
した。
　関節内にLPSを投与して作製した滑膜炎モデル
における滑液では、投与6時間後にTP、TNCC、およ
び好中球比率の上昇が認められ、投与12時間後か
ら30時間後までわずかな減少傾向を認めながら
も高い数値を示した。またリンパ球比率およびマ
クロファージ比率は投与6時間後より著しく減少
し、投与30時間後までわずかな増加傾向を認めな
がらも低い数値を示した。一方でSAAは血清中、滑
液中ともに、いかなる採材時期においてもほとん

ど検出されなかった。
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な判定には適さない。一方で臨床徴候の悪化とと
もに上昇する血清中SAA濃度を確認することは細
菌感染性関節炎の診断の一助となる可能性があ
り、関節穿刺の必要もないため臨床における迅速
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の細菌培養を行うべきだと考えられた。本実験に

おいて作製された細菌感染性関節炎モデルのうち
1頭は、疼痛に対する予防措置としてフェニルブ
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血清および滑液中SAA濃度が投与72時間後に最高
値となり、SAAの反応遅延が認められた。この原因
にはS. aureusに対する単純な反応遅延だけでな
く、消炎剤の効果による反応遅延も考えられた。
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野外において迅速に判断するためには、血清中
SAA濃度測定が最も効果的だと結論づけた。SAA濃
度測定には現在簡易キットが広く使用されてお
り、実測値とほとんど変わらない結果が得られる

として推奨している。加えて、関節穿刺による滑液
採取および滑液の細胞診を併せて行うことが重要
であると結論づけている。一方で、SAA値が低く非
感染性の関節炎だと判断できた場合、関節の炎症
の程度を判断するために有用なバイオマーカーの
存在は未だ明らかになっていない。ヒトでは血中
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検査が行われるが、国際獣疫事務局（OIE）のマニュ
アルに記載された標準的方法はウイルス中和試験
である。しかし中和試験は判定までに3～4日間を
要する上、血清中の成分が細胞毒性を示すことに
よって判定が困難な場合があるため、代替法とし
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に基づく検査薬として承認を受けたEVAのELISA
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の融合蛋白質を用いたELISA法（日生研ELISA）が、
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はOIEのマニュアルに定められた方法でそれぞれ
実施した。中和試験の結果に対する二つのELISA法
の感度と特異度を求め、カイ二乗検定でP＜0.05
を有意差ありと判定した。

結果と考察：
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清160検体のうち159検体を陽性と判定し、両者
の感度（99.4%）は等しかった。陰性血清157検体の
うち、日生研ELISAは134検体を陰性と判定した
が、残り23検体は偽陽性だった。一方VMRD-ELISA
は154検体を陰性と判定し、偽陽性は3検体のみ
だった。VMRD-ELISAの特異度は98.1%で、日生研
ELISAの特異度（85.4%）より有意に高かった。今回
示された二つのELISAの感度および特異度は、既報

と概ね一致しており、VMRD-ELISAの優位性を示
すものである。VMRD-ELISAは研究用試薬として
輸入可能で、感度と特異度において優れた同キッ

トが今後検疫や疫学調査に使用されることが期待
される。
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学会見聞記

第33回日本整形外科学会基礎学術集会

　第33回日本整形外科学会基礎学術集会は、奈良
県の奈良春日野国際フォーラムで平成30年10月
11日と12日に開催された。整形外科疾患の病態解
明から診断や治療方法など幅広い内容にわたる研
究について一般講演、シンポジウム、パネルディス
カッション、特別講演および教育研修講演が開催
された。以下にその概要を報告する。

○ラット腱板断裂モデルの腱板修復過程における
マクロファージサブタイプの経時的変化

名倉直重（北里大学）
　マクロファージ（φ）は、炎症に加え組織の創傷
治癒過程にも寄与する。φにはサブタイプが存在
し、その出現時期と機能が異なる。M1φは炎症性
サイトカインの産生を促し炎症作用を有するのに
対し、M2φは抗炎症に加えTGF-βなどを介して損
傷組織の修復に重要な役割を担う。さらにM2φは
M2a、M2b、 M2cのサブタイプが存在することが
明らかになっているが、腱板断裂の組織修復過程
におけるφポピュレーションの推移は明らかに
なっていない。そこで、演者らはラットの腱板断裂
モデルを作製し、断裂組織の修復過程における各
サブタイプのマーカー発現を経時的に評価した。
　9週齢の雄ラットの棘上筋と棘下筋を切離し、
腱板断裂モデルを作製した。術後1日、3日、7日、14
日、28日、56日（各n=8）において腱板組織を採取
し、Real-timePCR法を用いてCD68（φマーカー）、
IL-6およびIL-1β（M1φマーカー）、Ym1および
Fizz-1（M2aφマーカー）、CD64（M2bφマー
カー）、SLAM（M2cφマーカー）の発現を評価した。
　結果、IL-6、IL-1β、Ym1およびFizz-1の発現は術
後1日がピークになった。CD64とCD68は術後3日
から上昇し、術後7日目にピークを迎えた。SLAM
の発現は、術後7日から上昇を認めた。
　炎症部位では早期にM1φ、続いてM2φが出現
すると報告されているが、腱板組織の修復過程で

は早期にM1φとM2aφが同時に出現し、その後に
M2bφとM2cφが出現していた。
　ウマの腱や靱帯組織の修復過程においても炎症
部位では早期にM1φが出現し、その後M2φが出
現することが報告されている。しかしながら、M2
φのサブタイプの分類までは明らかとされていな
い。本報告で、炎症早期にM2aφがM1φと同時に
発現していることは興味深い。M2aφを炎症期に
投与することで、炎症そのものが抑制されるの
か？それとも炎症後の組織修復への移行が早まる
のか？興味は尽きない。しかし、M2φサブタイプ
の機能について明らかにされていない現状では、
本研究は各φの出現時期を明らかにしたに過ぎな
いのが残念であった。今後の研究の発展に期待し
たい。

（笠嶋快周）

○ヒアルロン酸（HA）分解に関わる分子HYBID
（KIAA1199）の変形性膝関節症（OA）滑膜組織で
の発現とHA代謝解析

塩澤　淳ら（順天堂大学）
　HYBID（hyaluronan binding protein involved in 
hyaluronan depolymerization）は皮膚や滑膜の線
維芽細胞で発現し、ヒアルロン酸（HA）分解に関
わっていることで知られる。ヒト膝OAでは関節液
中HA低分子化と血清HA濃度上昇が滑膜炎と相関
し、滑膜炎由来因子がHYBIDの発現やHA代謝に関
与すると考えられる。しかし、滑膜組織でのHYBID
発現とHA代謝やHYBID発現調節因子に関する情
報は限られている。今回演者らは、人工膝関節全置
換術を行ったヒトOA患者から滑膜組織を採取し、
組織におけるHYBID発現レベルを定量PCRおよび
イムノブロット法で検討し、免疫組織学的局在を
調べた。また、関節液中のHA低分子化率、HA濃度、
血清でのHA濃度と、組織HYBIDmRNA発現および
関節液中HYBIDタンパク質濃度との相関を解析

　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

し、OA滑膜線維芽細胞でのHYBID発現亢進因子を
同定した。免疫組織学的検索の結果、HYBIDはOA
滑膜組織での滑膜表層細胞、滑膜表層細胞下層の
線維芽細胞、血管内皮細胞に局在していた。滑膜組
織におけるHYBIDmRNAレベルと関節液中HYBID
タンパク質濃度は有意な正の相関を示した。また、
OA関節液中HAの低分子化はHYBIDmRNA発現レ
ベルおよび関節液中HYBIDタンパク質濃度とそれ
ぞれ有意な正の相関を示した。一方、培養OA滑膜
線維芽細胞では、HYBID発現はIL-6刺激により有
意に亢進し、TGF-β刺激で有意に低下し、その他の
因子では発現に変化は認められなかった。これに
より、OA滑膜組織では、IL-6刺激でHYBID発現が亢
進し、関節液中HA分解に関与することが示唆され
た。
　ヒトのOAでは多血小板血漿（PRP）の関節内投
与に一定の消炎鎮痛作用があることが示唆されて
いる。その詳細な機序はいまだ明らかではないが、
TGF-βがキーロールを担っているとされている。
今回の実験の結果から、PRP関節内投与によって
投与部位のTGF-β濃度が上昇し、関節を保護する
ように作用している可能性が考えられた。また、炎
症部位におけるTGF-β濃度の上昇は炎症性マクロ
ファージの減少に寄与することが報告されてお
り、これにより局所のIL-6濃度の減少が引き起こ
され、関節軟骨保護作用が増幅されることも考え
られる。本報告から、PRPの関節内投与は軟骨保護
作用を有する高分子HAの保護にも作用している
かも知れないと思われた。 

○モノヨード酢酸誘導ラット膝関節炎における滑
膜・膝蓋下脂肪体の器質的変化と細胞動態の経時
的解析

猪野又慶ら（東京医科歯科大学）
　滑膜・膝蓋下脂肪体（IFP；膝蓋部において滑膜、
半月板および関節包により一体的に構成される、
脂肪に富んだ組織）の炎症に伴う器質的変化が膝
関節疼痛の発症と遷延に深く関与することから、
演者らは関節炎症誘導早期におけるIFPでの炎症
細胞、線維芽細胞の動態および膠原線維増生の経
時的変化を組織学的に解析し、組織学的変化と疼
痛回避行動を比較して疼痛の遷延化が生じる機序

を考察した。
　ラット右膝（N=6）にモノヨード酢酸（MIA）
1mg、左膝にPBSを関節内投与した。投与後経時的
に膝関節を摘出し、抗ED1（CD68）抗体によるマク
ロファージの動態評価、HE染色による細胞密度の
評価、マッソントリクローム染色（MT染色）による
線維化の評価を行った。評価はIFP内の血管周囲、
IFP本体（脂肪組織）、IFP表層（滑膜）の3ヶ所で行
い、疼痛評価としてincapacitance testを行った。そ
の結果、ED1陽性細胞は、1日目はIFP内血管周囲と
IFP本体に観察されたが、3日目には血管周囲では
減少しIFP本体で細胞数が増加した。5、7日目はIFP
表層で細胞数が増加し、それ以外では減少した。細
胞密度は、血管周囲では1日目で増加し、3日目で
最大となり、5日目以降減少した。IFP本体では、3
日目で最大となった後、5日目以降も減少しな
かった。IFP表層では5日目以降著明に細胞密度が
増加した。線維化は、1日目は血管周囲で生じ、3日
目以降増加し、IFP本体では3日目以降に認められ
たが、5日目から7日目で急激に増加した。患側の
荷重量は1日目から7日目まで有意に低下した。こ
のように、関節内に炎症惹起物質を投与すること
により、IFPの器質的変化は膝蓋腱近傍に存在する
血管周囲から観察された。また、IFPの炎症は、滑膜
A細胞（滑膜に存在するマクロファージ様細胞）で
はなく、全身循環のマクロファージが主に機能し、
関節周囲側（血管周囲）から波及すると考えられ
た。また、IFPの線維化にマクロファージによる線
維芽細胞の活性化のプロセスが関与し、疼痛の遷
延には線維化が関与することが示唆された。
　ラットではMIA 1mgの膝関節内投与により滑
膜を含めたIFPの炎症を容易に生じさせた。彼らに
よると、この投与量でラットの軟骨病変まで作製
させることが可能であり、低容量だとIFPだけに炎
症を誘導することも可能で、関節内への投与量を
変えて実験モデルを作製しているそうである。
我々はMIA 0.16mg/kgの腕節内投与を行ってウ
マ関節炎モデルを作製しようと試みているが、こ
の量では滑膜炎は作製可能だが軟骨損傷が作製で
きないことを確認している。どのような想定でウ
マ関節炎モデルを作製するのかを前提として、ウ
マでもMIA投与量の変化によりモデルの性質が変

わるのかを試行する意味があると考えた。
（福田健太郎） 

○継代数の違うMSC由来エクソソームによるアキ
レス腱修復促進効果の違いとエクソソーム表面糖
鎖の検証

林　悠太ら（広島大学）
　演者らは間葉系幹細胞（MSC）およびMSCから分
泌されるエクソソームを用いたアキレス腱の修復
をめざしてきた。MSCを用いることで一定の治療
効果が期待されるものの、使用するMSCによって
治療効果にばらつきがある点が課題とされてい
る。近年、MSCによる修復能や分化能についてMSC
の表面糖鎖を解析することによって評価する方法
が報告されており、その手法を用いることで品質
を検査できると考えられている。そこで、演者らは
その手法をエクソソームに応用し、エクソソーム
に発現している表面糖鎖を解析し、その違いが修
復効果に与える影響について研究した。
　その方法として、演者らは、10週齢のC57BL/6
マウスのアキレス腱を切離し、翌日、切離部周囲の
皮下に、継代数5(P5MSC)と12(P12MSC)のMSC、
およびP5MSCとP12MSCから得られたエクソソー
ムまたはPBS単独を注射にて投与した(5群設定)。
そして、腱切離1週から4週までの組織染色と
qRTPCRによる腱マーカー遺伝子の発現解析を実
施した。さらに、in vitroにおいて、P5とP12のエク
ソソームが腱細胞に与える影響について検討し
た。最終的には、それらの成績とレクチンアレーを
用いたエクソソーム表面糖鎖の解析結果をつきあ
わせ、その関連性を検証した。
　その結果、注射後1週間時点での腱線維化の程
度は、MSCとエクソソーム投与群で有意に進んで
いた。また、腱マーカー遺伝子のCol3a1、Mohawk、
およびTenomodulinはP5MSCとP5エクソソーム
で高く発現していた。また、P5エクソソームは腱
細胞の増殖能や遊走能を促進した。エクソソーム
表面糖鎖は継代数の違いによって、発現量が変化
していた。
　演者らの考察において、エクソソーム単独でも
腱修復促進効果が得られたこと、その修復効果は
エクソソームの表面糖鎖解析の結果と関連してい

たことを示し、今後、表面糖鎖を指標としたエクソ
ソームの品質評価の可能性に関して言及してい
た。
　エクソソームは幹細胞のみならず、多くの細胞
から分泌されている微細な小胞である。内部に
microRNAなどが含まれていることが明らかに
なっているものの、その詳細な役割は現在でも不
明である。近年、このエクソソームが細胞間のシグ
ナル伝達に使用されている可能性が見いだされ、
注目を集めている。特に、幹細胞が分泌するエクソ
ソームには、組織修復や対象細胞にプラスに働く
効果が期待されており、新たな再生医療のツール
として研究対象にされている。その一方、まだまだ
不明な点が多く残されており、特に腱組織に対す
る影響を調べた研究は数少ない。
　ウマにおいても腱組織修復のツールとしてエク
ソソームが期待されているため、本研究のように
エクソソームの品質管理ができるようになれば、
臨床研究を実施する上で有用だと考えられる。た
だし、エクソソーム自体による腱修復効果や腱細
胞への影響についてなど、基礎的な部分から研究
に取り組む必要があると考えられた。

○高脂肪食摂取マウスにおける腱修復の検討
小嶽和也ら（三重大学）

　演者らは腱修復に影響する因子として、加齢や
損傷以外に脂質異常や糖尿病などの生活習慣病が
あることに注目した。成績不良因子として、腱板修
復術では肥満が、アキレス腱断裂患者ではトリグ
リセドの高値がそれぞれ報告されている。こうし
た脂質異常があると、慢性炎症が生じやすいこと
が他臓器では示されているものの、腱における病
態は不明であった。そこで、演者らは高脂肪食摂取
マウスを用いて腱修復への影響を検討した。
　その方法として、5週齢のC57BL/6マウスを通
常食群と高脂肪食群に分けて12週間飼育した後、
後肢の屈筋腱を半割した腱損傷群と腱の剥離のみ
を実施したsham群を作製した。処置後1日、1週、2
週および4週で腱を採材し、細胞数やコラーゲン
配列によって組織学的スコア(状態が悪いほど高
値となる)を評価した。また、処置後1日と4週に生
化学的評価を実施し、qRTPCRを用いて炎症性サイ

トカイン(TNFα、IL-6)およびコラーゲン(Col1a1
とCol3a1)の発現量を測定し、各群で比較した。
　その結果、組織学評価ではsham群における高脂
肪食群と通常食群の各時期に差がなかった。一方、
腱損傷群では、1週と4週における高脂肪食群の組
織学的スコアが通常食群のスコアより有意に高
かった。生化学的評価ではsham群と腱損傷群の両
群において、高脂肪食群の炎症性サイトカインが
通常食群よりも有意に高かった。また、損傷4週時
点では高脂肪食群のCol3a1が通常食群よりも高
い傾向にあり、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比は
通常食群の同比よりも有意に高かった。
　演者らは考察において、高脂肪食群の腱組織に
おける炎症性サイト力インが高値であったことか
ら、他臓器と同様に高脂肪状態では慢性炎症の状
態になっている可能性を示唆した。また、高脂肪食
群では修復遅延と幼弱な腱線維の指標であるⅢ型
コラーゲンの有意な高値が認められたことから、
腱修復への影響がある可能性を示した。
　食餌内容によって腱組織の修復効果が異なる可
能性を示した点が興味深い。組織学的評価におい
て、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比が高かったこ
とは何らかの代謝異常が生じたことを示唆してい
る。その一方で、講演中の写真で示された高脂肪食
群のマウスは明らかに肥満体であったため、腱そ
のものにかかる負荷(体重)に関しても考察が必要
だと考えられた。
　高脂肪食群と通常食群では修復の指標となるコ
ラーゲン比が異なっていたことから、その機序を
基礎的に研究することによって腱修復メカニズム
の一端が解明される可能性が考えられた。今後の
更なる研究の発展を期待したい。

(田村周久) 

○副甲状腺ホルモン製剤による骨治癒促進効果
～投与頻度の違いによる骨折仮骨外殻皮質骨形成
と力学的強度回復への影響～

高畑雅彦（北海道大学）
　骨粗鬆症治療薬である副甲状腺ホルモン製剤テ
リパラチド（TPD）は、骨折治癒過程の様々なス
テージで骨形成促進作用をもつ。これはTPDの有
する骨間葉系幹細胞に対する増殖作用と軟骨細胞

への分化促進作用や、前骨芽細胞に対する増殖作
用に基づいており、近年は骨折治癒の補助治療薬
として注目されている。しかし、TPDの骨折治癒促
進効果を検証する実験では、骨粗鬆症に用いられ
る治療用量では効果が乏しく、良好な治療効果を
もたらす投与方法の検討が必要であった。そこで
演者らはTPDの投与頻度や投与量が骨折治癒効果
にどのように影響するかを検討した。
　方法は、8週齢雄ICRマウスの右大腿骨骨切りモ
デルを作製し、TPDの投与方法により低用量高頻
度群（3 ㎍/kg/回,3 回/日）、低用量低頻度群（9 ㎍
/kg/回,1 回/日）、高用量高頻度群（9 ㎍/kg/回,3 回
/日）、高用量低頻度群（27 ㎍/kg/回,1 回/日）、非投
与群の5群とした（各群n=8）。4週間TPD投与を
行った後に安楽死し、骨折部の仮骨化程度、仮骨外
殻皮質骨量、骨強度を各群間で比較した。仮骨化程
度と外殻皮質骨量の観察はマイクロCTを用い、骨
強度の測定は３点曲げ試験により行った。
　その結果、高用量高頻度群では骨折仮骨量は著
しく増加したが、そのほとんどが海綿骨様の骨で
あり、仮骨外殻の皮質骨形成が不良であった。ま
た、3点曲げ試験で力学的強度が低く、骨強度の回
復促進効果を得られなかった。一方、低用量低頻度
群では骨折仮骨量の増加は高用量高頻度群に比べ
て少なかったが、仮骨外殻皮質骨の形成は良好で、
骨強度は非投与群に比較して2~4倍増加した。以
上の結果から、TPDの作用は用量と投与間隔に
よって異なることがわかり、低用量低頻度の投与
方法により骨折後の仮骨外殻皮質骨の形成を促進
し、力学的安定性獲得に寄与する可能性があるこ
とが示唆された。
　TPDは投与方法によって骨形成に与える効果が
大きく異なることが興味深かった。この理由は明
らかになっていないが、骨形成過程の色々な段階
に作用する薬剤を使用する際は、投与量による効
果の違いを考慮する必要があるかもしれない。ウ
マにおいても骨折後に十分な骨強度を早期に獲得
できることは理想的であり、早期の骨折治癒や運
動復帰に向けた補助治療薬としてTPDが使用でき
る可能性がある。しかしながら、マウスはヒトやウ
マなどと比較してオステオンの密度が低いこと
や、リモデリング様式が異なることからマウス以

外の動物でどのような結果が得られるのか検討が
必要である。

○軟骨様細胞株（HCS-2/8）において、メカニカル
ストレスによるカテプシンKの発現亢進は高分子
ヒアルロン酸により抑制する

鈴木望人（名古屋大学）
　カテプシンKは破骨細胞や滑膜線維芽細胞から
発現されるシステインプロテアーゼであり、骨や
軟骨の主要成分である１型・２型コラーゲンを分
解する。関節リウマチを起こしている関節内では
カテプシンKの産生が亢進すると報告があるもの
の、詳細な機序について明らかとされていない。ま
た、関節リウマチ治療薬として有効とされている
ヒアルロン酸がカテプシンKの発現にもたらす効
果も不明である。そこで、演者らは軟骨様細胞株
HCS-2/8のカテプシンK発現亢進に対するヒアル
ロン酸の効果とメカニズムについて検討した。
　方法はHCS-2/8（2×106cell）をシリコンチャン
バーにて2日間培養後、自動伸展装置（STB-140、
STREX社）で24時間伸展ストレスを与えた（under 
cyclic loading 20 %、elongation,60cycles/min）も
のをコントロール群とした。伸展ストレスの前に
高分子ヒアルロン酸処置を行ったものをヒアルロ
ン酸前処置群としてカテプシンK発現（real-time 
PCR）およびNF-kB活性化（イムノブロット）につい
て比較・検討した。

　その結果、コントロール群ではカテプシンK発
現が伸展ストレスの強度と時間に依存して亢進し
た（P<0.01）。そして、カテプシンKの発現亢進はヒ
アルロン酸前処置群で有意に抑制された

（P<0.01）。また、伸展ストレス後にNF-kBの活性化
が認められ、ヒアルロン酸前処置群でNF-kBの活
性化が抑制された。以上の結果からメカニカルス
トレスによるカテプシンKの発現亢進はヒアルロ
ン酸前処置によって抑制されることがわかった。
本実験のみでは、カテプシンKの発現亢進とNF-kB
の活性化がどのように関連しているか証明できな
い。しかし、ヒアルロン酸処置によってカテプシン
Kの発現とNF-kBの活性化が抑制されたことから、
演者はNF-kBがカテプシンKの発現に何らかの形
で関与している可能性を指摘していた。
　ウマの関節炎に対してもヒアルロン酸は頻繁に
使用される薬剤であるがその詳細な作用機序は不
明である。本研究は骨や軟骨破壊作用をもつカテ
プシンKの発現亢進機構を解明する糸口となる可
能性があり、詳細なメカニズムの解明は新たな治
療薬の開発につながると考えられる。また、本実験
とは対照的に、関節リウマチの病態でヒアルロン
酸はNF-kBの発現を活性化するという報告もあ
る。そのためヒアルロン酸とNF-kBの活性化につ
いては複数の経路が存在する可能性も考えられ
た。

（三田宇宙）
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　第33回日本整形外科学会基礎学術集会は、奈良
県の奈良春日野国際フォーラムで平成30年10月
11日と12日に開催された。整形外科疾患の病態解
明から診断や治療方法など幅広い内容にわたる研
究について一般講演、シンポジウム、パネルディス
カッション、特別講演および教育研修講演が開催
された。以下にその概要を報告する。

○ラット腱板断裂モデルの腱板修復過程における
マクロファージサブタイプの経時的変化

名倉直重（北里大学）
　マクロファージ（φ）は、炎症に加え組織の創傷
治癒過程にも寄与する。φにはサブタイプが存在
し、その出現時期と機能が異なる。M1φは炎症性
サイトカインの産生を促し炎症作用を有するのに
対し、M2φは抗炎症に加えTGF-βなどを介して損
傷組織の修復に重要な役割を担う。さらにM2φは
M2a、M2b、 M2cのサブタイプが存在することが
明らかになっているが、腱板断裂の組織修復過程
におけるφポピュレーションの推移は明らかに
なっていない。そこで、演者らはラットの腱板断裂
モデルを作製し、断裂組織の修復過程における各
サブタイプのマーカー発現を経時的に評価した。
　9週齢の雄ラットの棘上筋と棘下筋を切離し、
腱板断裂モデルを作製した。術後1日、3日、7日、14
日、28日、56日（各n=8）において腱板組織を採取
し、Real-timePCR法を用いてCD68（φマーカー）、
IL-6およびIL-1β（M1φマーカー）、Ym1および
Fizz-1（M2aφマーカー）、CD64（M2bφマー
カー）、SLAM（M2cφマーカー）の発現を評価した。
　結果、IL-6、IL-1β、Ym1およびFizz-1の発現は術
後1日がピークになった。CD64とCD68は術後3日
から上昇し、術後7日目にピークを迎えた。SLAM
の発現は、術後7日から上昇を認めた。
　炎症部位では早期にM1φ、続いてM2φが出現
すると報告されているが、腱板組織の修復過程で

は早期にM1φとM2aφが同時に出現し、その後に
M2bφとM2cφが出現していた。
　ウマの腱や靱帯組織の修復過程においても炎症
部位では早期にM1φが出現し、その後M2φが出
現することが報告されている。しかしながら、M2
φのサブタイプの分類までは明らかとされていな
い。本報告で、炎症早期にM2aφがM1φと同時に
発現していることは興味深い。M2aφを炎症期に
投与することで、炎症そのものが抑制されるの
か？それとも炎症後の組織修復への移行が早まる
のか？興味は尽きない。しかし、M2φサブタイプ
の機能について明らかにされていない現状では、
本研究は各φの出現時期を明らかにしたに過ぎな
いのが残念であった。今後の研究の発展に期待し
たい。

（笠嶋快周）

○ヒアルロン酸（HA）分解に関わる分子HYBID
（KIAA1199）の変形性膝関節症（OA）滑膜組織で
の発現とHA代謝解析

塩澤　淳ら（順天堂大学）
　HYBID（hyaluronan binding protein involved in 
hyaluronan depolymerization）は皮膚や滑膜の線
維芽細胞で発現し、ヒアルロン酸（HA）分解に関
わっていることで知られる。ヒト膝OAでは関節液
中HA低分子化と血清HA濃度上昇が滑膜炎と相関
し、滑膜炎由来因子がHYBIDの発現やHA代謝に関
与すると考えられる。しかし、滑膜組織でのHYBID
発現とHA代謝やHYBID発現調節因子に関する情
報は限られている。今回演者らは、人工膝関節全置
換術を行ったヒトOA患者から滑膜組織を採取し、
組織におけるHYBID発現レベルを定量PCRおよび
イムノブロット法で検討し、免疫組織学的局在を
調べた。また、関節液中のHA低分子化率、HA濃度、
血清でのHA濃度と、組織HYBIDmRNA発現および
関節液中HYBIDタンパク質濃度との相関を解析

　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

し、OA滑膜線維芽細胞でのHYBID発現亢進因子を
同定した。免疫組織学的検索の結果、HYBIDはOA
滑膜組織での滑膜表層細胞、滑膜表層細胞下層の
線維芽細胞、血管内皮細胞に局在していた。滑膜組
織におけるHYBIDmRNAレベルと関節液中HYBID
タンパク質濃度は有意な正の相関を示した。また、
OA関節液中HAの低分子化はHYBIDmRNA発現レ
ベルおよび関節液中HYBIDタンパク質濃度とそれ
ぞれ有意な正の相関を示した。一方、培養OA滑膜
線維芽細胞では、HYBID発現はIL-6刺激により有
意に亢進し、TGF-β刺激で有意に低下し、その他の
因子では発現に変化は認められなかった。これに
より、OA滑膜組織では、IL-6刺激でHYBID発現が亢
進し、関節液中HA分解に関与することが示唆され
た。
　ヒトのOAでは多血小板血漿（PRP）の関節内投
与に一定の消炎鎮痛作用があることが示唆されて
いる。その詳細な機序はいまだ明らかではないが、
TGF-βがキーロールを担っているとされている。
今回の実験の結果から、PRP関節内投与によって
投与部位のTGF-β濃度が上昇し、関節を保護する
ように作用している可能性が考えられた。また、炎
症部位におけるTGF-β濃度の上昇は炎症性マクロ
ファージの減少に寄与することが報告されてお
り、これにより局所のIL-6濃度の減少が引き起こ
され、関節軟骨保護作用が増幅されることも考え
られる。本報告から、PRPの関節内投与は軟骨保護
作用を有する高分子HAの保護にも作用している
かも知れないと思われた。 

○モノヨード酢酸誘導ラット膝関節炎における滑
膜・膝蓋下脂肪体の器質的変化と細胞動態の経時
的解析

猪野又慶ら（東京医科歯科大学）
　滑膜・膝蓋下脂肪体（IFP；膝蓋部において滑膜、
半月板および関節包により一体的に構成される、
脂肪に富んだ組織）の炎症に伴う器質的変化が膝
関節疼痛の発症と遷延に深く関与することから、
演者らは関節炎症誘導早期におけるIFPでの炎症
細胞、線維芽細胞の動態および膠原線維増生の経
時的変化を組織学的に解析し、組織学的変化と疼
痛回避行動を比較して疼痛の遷延化が生じる機序

を考察した。
　ラット右膝（N=6）にモノヨード酢酸（MIA）
1mg、左膝にPBSを関節内投与した。投与後経時的
に膝関節を摘出し、抗ED1（CD68）抗体によるマク
ロファージの動態評価、HE染色による細胞密度の
評価、マッソントリクローム染色（MT染色）による
線維化の評価を行った。評価はIFP内の血管周囲、
IFP本体（脂肪組織）、IFP表層（滑膜）の3ヶ所で行
い、疼痛評価としてincapacitance testを行った。そ
の結果、ED1陽性細胞は、1日目はIFP内血管周囲と
IFP本体に観察されたが、3日目には血管周囲では
減少しIFP本体で細胞数が増加した。5、7日目はIFP
表層で細胞数が増加し、それ以外では減少した。細
胞密度は、血管周囲では1日目で増加し、3日目で
最大となり、5日目以降減少した。IFP本体では、3
日目で最大となった後、5日目以降も減少しな
かった。IFP表層では5日目以降著明に細胞密度が
増加した。線維化は、1日目は血管周囲で生じ、3日
目以降増加し、IFP本体では3日目以降に認められ
たが、5日目から7日目で急激に増加した。患側の
荷重量は1日目から7日目まで有意に低下した。こ
のように、関節内に炎症惹起物質を投与すること
により、IFPの器質的変化は膝蓋腱近傍に存在する
血管周囲から観察された。また、IFPの炎症は、滑膜
A細胞（滑膜に存在するマクロファージ様細胞）で
はなく、全身循環のマクロファージが主に機能し、
関節周囲側（血管周囲）から波及すると考えられ
た。また、IFPの線維化にマクロファージによる線
維芽細胞の活性化のプロセスが関与し、疼痛の遷
延には線維化が関与することが示唆された。
　ラットではMIA 1mgの膝関節内投与により滑
膜を含めたIFPの炎症を容易に生じさせた。彼らに
よると、この投与量でラットの軟骨病変まで作製
させることが可能であり、低容量だとIFPだけに炎
症を誘導することも可能で、関節内への投与量を
変えて実験モデルを作製しているそうである。
我々はMIA 0.16mg/kgの腕節内投与を行ってウ
マ関節炎モデルを作製しようと試みているが、こ
の量では滑膜炎は作製可能だが軟骨損傷が作製で
きないことを確認している。どのような想定でウ
マ関節炎モデルを作製するのかを前提として、ウ
マでもMIA投与量の変化によりモデルの性質が変

わるのかを試行する意味があると考えた。
（福田健太郎） 

○継代数の違うMSC由来エクソソームによるアキ
レス腱修復促進効果の違いとエクソソーム表面糖
鎖の検証

林　悠太ら（広島大学）
　演者らは間葉系幹細胞（MSC）およびMSCから分
泌されるエクソソームを用いたアキレス腱の修復
をめざしてきた。MSCを用いることで一定の治療
効果が期待されるものの、使用するMSCによって
治療効果にばらつきがある点が課題とされてい
る。近年、MSCによる修復能や分化能についてMSC
の表面糖鎖を解析することによって評価する方法
が報告されており、その手法を用いることで品質
を検査できると考えられている。そこで、演者らは
その手法をエクソソームに応用し、エクソソーム
に発現している表面糖鎖を解析し、その違いが修
復効果に与える影響について研究した。
　その方法として、演者らは、10週齢のC57BL/6
マウスのアキレス腱を切離し、翌日、切離部周囲の
皮下に、継代数5(P5MSC)と12(P12MSC)のMSC、
およびP5MSCとP12MSCから得られたエクソソー
ムまたはPBS単独を注射にて投与した(5群設定)。
そして、腱切離1週から4週までの組織染色と
qRTPCRによる腱マーカー遺伝子の発現解析を実
施した。さらに、in vitroにおいて、P5とP12のエク
ソソームが腱細胞に与える影響について検討し
た。最終的には、それらの成績とレクチンアレーを
用いたエクソソーム表面糖鎖の解析結果をつきあ
わせ、その関連性を検証した。
　その結果、注射後1週間時点での腱線維化の程
度は、MSCとエクソソーム投与群で有意に進んで
いた。また、腱マーカー遺伝子のCol3a1、Mohawk、
およびTenomodulinはP5MSCとP5エクソソーム
で高く発現していた。また、P5エクソソームは腱
細胞の増殖能や遊走能を促進した。エクソソーム
表面糖鎖は継代数の違いによって、発現量が変化
していた。
　演者らの考察において、エクソソーム単独でも
腱修復促進効果が得られたこと、その修復効果は
エクソソームの表面糖鎖解析の結果と関連してい

たことを示し、今後、表面糖鎖を指標としたエクソ
ソームの品質評価の可能性に関して言及してい
た。
　エクソソームは幹細胞のみならず、多くの細胞
から分泌されている微細な小胞である。内部に
microRNAなどが含まれていることが明らかに
なっているものの、その詳細な役割は現在でも不
明である。近年、このエクソソームが細胞間のシグ
ナル伝達に使用されている可能性が見いだされ、
注目を集めている。特に、幹細胞が分泌するエクソ
ソームには、組織修復や対象細胞にプラスに働く
効果が期待されており、新たな再生医療のツール
として研究対象にされている。その一方、まだまだ
不明な点が多く残されており、特に腱組織に対す
る影響を調べた研究は数少ない。
　ウマにおいても腱組織修復のツールとしてエク
ソソームが期待されているため、本研究のように
エクソソームの品質管理ができるようになれば、
臨床研究を実施する上で有用だと考えられる。た
だし、エクソソーム自体による腱修復効果や腱細
胞への影響についてなど、基礎的な部分から研究
に取り組む必要があると考えられた。

○高脂肪食摂取マウスにおける腱修復の検討
小嶽和也ら（三重大学）

　演者らは腱修復に影響する因子として、加齢や
損傷以外に脂質異常や糖尿病などの生活習慣病が
あることに注目した。成績不良因子として、腱板修
復術では肥満が、アキレス腱断裂患者ではトリグ
リセドの高値がそれぞれ報告されている。こうし
た脂質異常があると、慢性炎症が生じやすいこと
が他臓器では示されているものの、腱における病
態は不明であった。そこで、演者らは高脂肪食摂取
マウスを用いて腱修復への影響を検討した。
　その方法として、5週齢のC57BL/6マウスを通
常食群と高脂肪食群に分けて12週間飼育した後、
後肢の屈筋腱を半割した腱損傷群と腱の剥離のみ
を実施したsham群を作製した。処置後1日、1週、2
週および4週で腱を採材し、細胞数やコラーゲン
配列によって組織学的スコア(状態が悪いほど高
値となる)を評価した。また、処置後1日と4週に生
化学的評価を実施し、qRTPCRを用いて炎症性サイ

トカイン(TNFα、IL-6)およびコラーゲン(Col1a1
とCol3a1)の発現量を測定し、各群で比較した。
　その結果、組織学評価ではsham群における高脂
肪食群と通常食群の各時期に差がなかった。一方、
腱損傷群では、1週と4週における高脂肪食群の組
織学的スコアが通常食群のスコアより有意に高
かった。生化学的評価ではsham群と腱損傷群の両
群において、高脂肪食群の炎症性サイトカインが
通常食群よりも有意に高かった。また、損傷4週時
点では高脂肪食群のCol3a1が通常食群よりも高
い傾向にあり、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比は
通常食群の同比よりも有意に高かった。
　演者らは考察において、高脂肪食群の腱組織に
おける炎症性サイト力インが高値であったことか
ら、他臓器と同様に高脂肪状態では慢性炎症の状
態になっている可能性を示唆した。また、高脂肪食
群では修復遅延と幼弱な腱線維の指標であるⅢ型
コラーゲンの有意な高値が認められたことから、
腱修復への影響がある可能性を示した。
　食餌内容によって腱組織の修復効果が異なる可
能性を示した点が興味深い。組織学的評価におい
て、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比が高かったこ
とは何らかの代謝異常が生じたことを示唆してい
る。その一方で、講演中の写真で示された高脂肪食
群のマウスは明らかに肥満体であったため、腱そ
のものにかかる負荷(体重)に関しても考察が必要
だと考えられた。
　高脂肪食群と通常食群では修復の指標となるコ
ラーゲン比が異なっていたことから、その機序を
基礎的に研究することによって腱修復メカニズム
の一端が解明される可能性が考えられた。今後の
更なる研究の発展を期待したい。

(田村周久) 

○副甲状腺ホルモン製剤による骨治癒促進効果
～投与頻度の違いによる骨折仮骨外殻皮質骨形成
と力学的強度回復への影響～

高畑雅彦（北海道大学）
　骨粗鬆症治療薬である副甲状腺ホルモン製剤テ
リパラチド（TPD）は、骨折治癒過程の様々なス
テージで骨形成促進作用をもつ。これはTPDの有
する骨間葉系幹細胞に対する増殖作用と軟骨細胞

への分化促進作用や、前骨芽細胞に対する増殖作
用に基づいており、近年は骨折治癒の補助治療薬
として注目されている。しかし、TPDの骨折治癒促
進効果を検証する実験では、骨粗鬆症に用いられ
る治療用量では効果が乏しく、良好な治療効果を
もたらす投与方法の検討が必要であった。そこで
演者らはTPDの投与頻度や投与量が骨折治癒効果
にどのように影響するかを検討した。
　方法は、8週齢雄ICRマウスの右大腿骨骨切りモ
デルを作製し、TPDの投与方法により低用量高頻
度群（3 ㎍/kg/回,3 回/日）、低用量低頻度群（9 ㎍
/kg/回,1 回/日）、高用量高頻度群（9 ㎍/kg/回,3 回
/日）、高用量低頻度群（27 ㎍/kg/回,1 回/日）、非投
与群の5群とした（各群n=8）。4週間TPD投与を
行った後に安楽死し、骨折部の仮骨化程度、仮骨外
殻皮質骨量、骨強度を各群間で比較した。仮骨化程
度と外殻皮質骨量の観察はマイクロCTを用い、骨
強度の測定は３点曲げ試験により行った。
　その結果、高用量高頻度群では骨折仮骨量は著
しく増加したが、そのほとんどが海綿骨様の骨で
あり、仮骨外殻の皮質骨形成が不良であった。ま
た、3点曲げ試験で力学的強度が低く、骨強度の回
復促進効果を得られなかった。一方、低用量低頻度
群では骨折仮骨量の増加は高用量高頻度群に比べ
て少なかったが、仮骨外殻皮質骨の形成は良好で、
骨強度は非投与群に比較して2~4倍増加した。以
上の結果から、TPDの作用は用量と投与間隔に
よって異なることがわかり、低用量低頻度の投与
方法により骨折後の仮骨外殻皮質骨の形成を促進
し、力学的安定性獲得に寄与する可能性があるこ
とが示唆された。
　TPDは投与方法によって骨形成に与える効果が
大きく異なることが興味深かった。この理由は明
らかになっていないが、骨形成過程の色々な段階
に作用する薬剤を使用する際は、投与量による効
果の違いを考慮する必要があるかもしれない。ウ
マにおいても骨折後に十分な骨強度を早期に獲得
できることは理想的であり、早期の骨折治癒や運
動復帰に向けた補助治療薬としてTPDが使用でき
る可能性がある。しかしながら、マウスはヒトやウ
マなどと比較してオステオンの密度が低いこと
や、リモデリング様式が異なることからマウス以

外の動物でどのような結果が得られるのか検討が
必要である。

○軟骨様細胞株（HCS-2/8）において、メカニカル
ストレスによるカテプシンKの発現亢進は高分子
ヒアルロン酸により抑制する

鈴木望人（名古屋大学）
　カテプシンKは破骨細胞や滑膜線維芽細胞から
発現されるシステインプロテアーゼであり、骨や
軟骨の主要成分である１型・２型コラーゲンを分
解する。関節リウマチを起こしている関節内では
カテプシンKの産生が亢進すると報告があるもの
の、詳細な機序について明らかとされていない。ま
た、関節リウマチ治療薬として有効とされている
ヒアルロン酸がカテプシンKの発現にもたらす効
果も不明である。そこで、演者らは軟骨様細胞株
HCS-2/8のカテプシンK発現亢進に対するヒアル
ロン酸の効果とメカニズムについて検討した。
　方法はHCS-2/8（2×106cell）をシリコンチャン
バーにて2日間培養後、自動伸展装置（STB-140、
STREX社）で24時間伸展ストレスを与えた（under 
cyclic loading 20 %、elongation,60cycles/min）も
のをコントロール群とした。伸展ストレスの前に
高分子ヒアルロン酸処置を行ったものをヒアルロ
ン酸前処置群としてカテプシンK発現（real-time 
PCR）およびNF-kB活性化（イムノブロット）につい
て比較・検討した。

　その結果、コントロール群ではカテプシンK発
現が伸展ストレスの強度と時間に依存して亢進し
た（P<0.01）。そして、カテプシンKの発現亢進はヒ
アルロン酸前処置群で有意に抑制された

（P<0.01）。また、伸展ストレス後にNF-kBの活性化
が認められ、ヒアルロン酸前処置群でNF-kBの活
性化が抑制された。以上の結果からメカニカルス
トレスによるカテプシンKの発現亢進はヒアルロ
ン酸前処置によって抑制されることがわかった。
本実験のみでは、カテプシンKの発現亢進とNF-kB
の活性化がどのように関連しているか証明できな
い。しかし、ヒアルロン酸処置によってカテプシン
Kの発現とNF-kBの活性化が抑制されたことから、
演者はNF-kBがカテプシンKの発現に何らかの形
で関与している可能性を指摘していた。
　ウマの関節炎に対してもヒアルロン酸は頻繁に
使用される薬剤であるがその詳細な作用機序は不
明である。本研究は骨や軟骨破壊作用をもつカテ
プシンKの発現亢進機構を解明する糸口となる可
能性があり、詳細なメカニズムの解明は新たな治
療薬の開発につながると考えられる。また、本実験
とは対照的に、関節リウマチの病態でヒアルロン
酸はNF-kBの発現を活性化するという報告もあ
る。そのためヒアルロン酸とNF-kBの活性化につ
いては複数の経路が存在する可能性も考えられ
た。

（三田宇宙）
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　第33回日本整形外科学会基礎学術集会は、奈良
県の奈良春日野国際フォーラムで平成30年10月
11日と12日に開催された。整形外科疾患の病態解
明から診断や治療方法など幅広い内容にわたる研
究について一般講演、シンポジウム、パネルディス
カッション、特別講演および教育研修講演が開催
された。以下にその概要を報告する。

○ラット腱板断裂モデルの腱板修復過程における
マクロファージサブタイプの経時的変化

名倉直重（北里大学）
　マクロファージ（φ）は、炎症に加え組織の創傷
治癒過程にも寄与する。φにはサブタイプが存在
し、その出現時期と機能が異なる。M1φは炎症性
サイトカインの産生を促し炎症作用を有するのに
対し、M2φは抗炎症に加えTGF-βなどを介して損
傷組織の修復に重要な役割を担う。さらにM2φは
M2a、M2b、 M2cのサブタイプが存在することが
明らかになっているが、腱板断裂の組織修復過程
におけるφポピュレーションの推移は明らかに
なっていない。そこで、演者らはラットの腱板断裂
モデルを作製し、断裂組織の修復過程における各
サブタイプのマーカー発現を経時的に評価した。
　9週齢の雄ラットの棘上筋と棘下筋を切離し、
腱板断裂モデルを作製した。術後1日、3日、7日、14
日、28日、56日（各n=8）において腱板組織を採取
し、Real-timePCR法を用いてCD68（φマーカー）、
IL-6およびIL-1β（M1φマーカー）、Ym1および
Fizz-1（M2aφマーカー）、CD64（M2bφマー
カー）、SLAM（M2cφマーカー）の発現を評価した。
　結果、IL-6、IL-1β、Ym1およびFizz-1の発現は術
後1日がピークになった。CD64とCD68は術後3日
から上昇し、術後7日目にピークを迎えた。SLAM
の発現は、術後7日から上昇を認めた。
　炎症部位では早期にM1φ、続いてM2φが出現
すると報告されているが、腱板組織の修復過程で

は早期にM1φとM2aφが同時に出現し、その後に
M2bφとM2cφが出現していた。
　ウマの腱や靱帯組織の修復過程においても炎症
部位では早期にM1φが出現し、その後M2φが出
現することが報告されている。しかしながら、M2
φのサブタイプの分類までは明らかとされていな
い。本報告で、炎症早期にM2aφがM1φと同時に
発現していることは興味深い。M2aφを炎症期に
投与することで、炎症そのものが抑制されるの
か？それとも炎症後の組織修復への移行が早まる
のか？興味は尽きない。しかし、M2φサブタイプ
の機能について明らかにされていない現状では、
本研究は各φの出現時期を明らかにしたに過ぎな
いのが残念であった。今後の研究の発展に期待し
たい。

（笠嶋快周）

○ヒアルロン酸（HA）分解に関わる分子HYBID
（KIAA1199）の変形性膝関節症（OA）滑膜組織で
の発現とHA代謝解析

塩澤　淳ら（順天堂大学）
　HYBID（hyaluronan binding protein involved in 
hyaluronan depolymerization）は皮膚や滑膜の線
維芽細胞で発現し、ヒアルロン酸（HA）分解に関
わっていることで知られる。ヒト膝OAでは関節液
中HA低分子化と血清HA濃度上昇が滑膜炎と相関
し、滑膜炎由来因子がHYBIDの発現やHA代謝に関
与すると考えられる。しかし、滑膜組織でのHYBID
発現とHA代謝やHYBID発現調節因子に関する情
報は限られている。今回演者らは、人工膝関節全置
換術を行ったヒトOA患者から滑膜組織を採取し、
組織におけるHYBID発現レベルを定量PCRおよび
イムノブロット法で検討し、免疫組織学的局在を
調べた。また、関節液中のHA低分子化率、HA濃度、
血清でのHA濃度と、組織HYBIDmRNA発現および
関節液中HYBIDタンパク質濃度との相関を解析

　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

し、OA滑膜線維芽細胞でのHYBID発現亢進因子を
同定した。免疫組織学的検索の結果、HYBIDはOA
滑膜組織での滑膜表層細胞、滑膜表層細胞下層の
線維芽細胞、血管内皮細胞に局在していた。滑膜組
織におけるHYBIDmRNAレベルと関節液中HYBID
タンパク質濃度は有意な正の相関を示した。また、
OA関節液中HAの低分子化はHYBIDmRNA発現レ
ベルおよび関節液中HYBIDタンパク質濃度とそれ
ぞれ有意な正の相関を示した。一方、培養OA滑膜
線維芽細胞では、HYBID発現はIL-6刺激により有
意に亢進し、TGF-β刺激で有意に低下し、その他の
因子では発現に変化は認められなかった。これに
より、OA滑膜組織では、IL-6刺激でHYBID発現が亢
進し、関節液中HA分解に関与することが示唆され
た。
　ヒトのOAでは多血小板血漿（PRP）の関節内投
与に一定の消炎鎮痛作用があることが示唆されて
いる。その詳細な機序はいまだ明らかではないが、
TGF-βがキーロールを担っているとされている。
今回の実験の結果から、PRP関節内投与によって
投与部位のTGF-β濃度が上昇し、関節を保護する
ように作用している可能性が考えられた。また、炎
症部位におけるTGF-β濃度の上昇は炎症性マクロ
ファージの減少に寄与することが報告されてお
り、これにより局所のIL-6濃度の減少が引き起こ
され、関節軟骨保護作用が増幅されることも考え
られる。本報告から、PRPの関節内投与は軟骨保護
作用を有する高分子HAの保護にも作用している
かも知れないと思われた。 

○モノヨード酢酸誘導ラット膝関節炎における滑
膜・膝蓋下脂肪体の器質的変化と細胞動態の経時
的解析

猪野又慶ら（東京医科歯科大学）
　滑膜・膝蓋下脂肪体（IFP；膝蓋部において滑膜、
半月板および関節包により一体的に構成される、
脂肪に富んだ組織）の炎症に伴う器質的変化が膝
関節疼痛の発症と遷延に深く関与することから、
演者らは関節炎症誘導早期におけるIFPでの炎症
細胞、線維芽細胞の動態および膠原線維増生の経
時的変化を組織学的に解析し、組織学的変化と疼
痛回避行動を比較して疼痛の遷延化が生じる機序

を考察した。
　ラット右膝（N=6）にモノヨード酢酸（MIA）
1mg、左膝にPBSを関節内投与した。投与後経時的
に膝関節を摘出し、抗ED1（CD68）抗体によるマク
ロファージの動態評価、HE染色による細胞密度の
評価、マッソントリクローム染色（MT染色）による
線維化の評価を行った。評価はIFP内の血管周囲、
IFP本体（脂肪組織）、IFP表層（滑膜）の3ヶ所で行
い、疼痛評価としてincapacitance testを行った。そ
の結果、ED1陽性細胞は、1日目はIFP内血管周囲と
IFP本体に観察されたが、3日目には血管周囲では
減少しIFP本体で細胞数が増加した。5、7日目はIFP
表層で細胞数が増加し、それ以外では減少した。細
胞密度は、血管周囲では1日目で増加し、3日目で
最大となり、5日目以降減少した。IFP本体では、3
日目で最大となった後、5日目以降も減少しな
かった。IFP表層では5日目以降著明に細胞密度が
増加した。線維化は、1日目は血管周囲で生じ、3日
目以降増加し、IFP本体では3日目以降に認められ
たが、5日目から7日目で急激に増加した。患側の
荷重量は1日目から7日目まで有意に低下した。こ
のように、関節内に炎症惹起物質を投与すること
により、IFPの器質的変化は膝蓋腱近傍に存在する
血管周囲から観察された。また、IFPの炎症は、滑膜
A細胞（滑膜に存在するマクロファージ様細胞）で
はなく、全身循環のマクロファージが主に機能し、
関節周囲側（血管周囲）から波及すると考えられ
た。また、IFPの線維化にマクロファージによる線
維芽細胞の活性化のプロセスが関与し、疼痛の遷
延には線維化が関与することが示唆された。
　ラットではMIA 1mgの膝関節内投与により滑
膜を含めたIFPの炎症を容易に生じさせた。彼らに
よると、この投与量でラットの軟骨病変まで作製
させることが可能であり、低容量だとIFPだけに炎
症を誘導することも可能で、関節内への投与量を
変えて実験モデルを作製しているそうである。
我々はMIA 0.16mg/kgの腕節内投与を行ってウ
マ関節炎モデルを作製しようと試みているが、こ
の量では滑膜炎は作製可能だが軟骨損傷が作製で
きないことを確認している。どのような想定でウ
マ関節炎モデルを作製するのかを前提として、ウ
マでもMIA投与量の変化によりモデルの性質が変

わるのかを試行する意味があると考えた。
（福田健太郎） 

○継代数の違うMSC由来エクソソームによるアキ
レス腱修復促進効果の違いとエクソソーム表面糖
鎖の検証

林　悠太ら（広島大学）
　演者らは間葉系幹細胞（MSC）およびMSCから分
泌されるエクソソームを用いたアキレス腱の修復
をめざしてきた。MSCを用いることで一定の治療
効果が期待されるものの、使用するMSCによって
治療効果にばらつきがある点が課題とされてい
る。近年、MSCによる修復能や分化能についてMSC
の表面糖鎖を解析することによって評価する方法
が報告されており、その手法を用いることで品質
を検査できると考えられている。そこで、演者らは
その手法をエクソソームに応用し、エクソソーム
に発現している表面糖鎖を解析し、その違いが修
復効果に与える影響について研究した。
　その方法として、演者らは、10週齢のC57BL/6
マウスのアキレス腱を切離し、翌日、切離部周囲の
皮下に、継代数5(P5MSC)と12(P12MSC)のMSC、
およびP5MSCとP12MSCから得られたエクソソー
ムまたはPBS単独を注射にて投与した(5群設定)。
そして、腱切離1週から4週までの組織染色と
qRTPCRによる腱マーカー遺伝子の発現解析を実
施した。さらに、in vitroにおいて、P5とP12のエク
ソソームが腱細胞に与える影響について検討し
た。最終的には、それらの成績とレクチンアレーを
用いたエクソソーム表面糖鎖の解析結果をつきあ
わせ、その関連性を検証した。
　その結果、注射後1週間時点での腱線維化の程
度は、MSCとエクソソーム投与群で有意に進んで
いた。また、腱マーカー遺伝子のCol3a1、Mohawk、
およびTenomodulinはP5MSCとP5エクソソーム
で高く発現していた。また、P5エクソソームは腱
細胞の増殖能や遊走能を促進した。エクソソーム
表面糖鎖は継代数の違いによって、発現量が変化
していた。
　演者らの考察において、エクソソーム単独でも
腱修復促進効果が得られたこと、その修復効果は
エクソソームの表面糖鎖解析の結果と関連してい

たことを示し、今後、表面糖鎖を指標としたエクソ
ソームの品質評価の可能性に関して言及してい
た。
　エクソソームは幹細胞のみならず、多くの細胞
から分泌されている微細な小胞である。内部に
microRNAなどが含まれていることが明らかに
なっているものの、その詳細な役割は現在でも不
明である。近年、このエクソソームが細胞間のシグ
ナル伝達に使用されている可能性が見いだされ、
注目を集めている。特に、幹細胞が分泌するエクソ
ソームには、組織修復や対象細胞にプラスに働く
効果が期待されており、新たな再生医療のツール
として研究対象にされている。その一方、まだまだ
不明な点が多く残されており、特に腱組織に対す
る影響を調べた研究は数少ない。
　ウマにおいても腱組織修復のツールとしてエク
ソソームが期待されているため、本研究のように
エクソソームの品質管理ができるようになれば、
臨床研究を実施する上で有用だと考えられる。た
だし、エクソソーム自体による腱修復効果や腱細
胞への影響についてなど、基礎的な部分から研究
に取り組む必要があると考えられた。

○高脂肪食摂取マウスにおける腱修復の検討
小嶽和也ら（三重大学）

　演者らは腱修復に影響する因子として、加齢や
損傷以外に脂質異常や糖尿病などの生活習慣病が
あることに注目した。成績不良因子として、腱板修
復術では肥満が、アキレス腱断裂患者ではトリグ
リセドの高値がそれぞれ報告されている。こうし
た脂質異常があると、慢性炎症が生じやすいこと
が他臓器では示されているものの、腱における病
態は不明であった。そこで、演者らは高脂肪食摂取
マウスを用いて腱修復への影響を検討した。
　その方法として、5週齢のC57BL/6マウスを通
常食群と高脂肪食群に分けて12週間飼育した後、
後肢の屈筋腱を半割した腱損傷群と腱の剥離のみ
を実施したsham群を作製した。処置後1日、1週、2
週および4週で腱を採材し、細胞数やコラーゲン
配列によって組織学的スコア(状態が悪いほど高
値となる)を評価した。また、処置後1日と4週に生
化学的評価を実施し、qRTPCRを用いて炎症性サイ

トカイン(TNFα、IL-6)およびコラーゲン(Col1a1
とCol3a1)の発現量を測定し、各群で比較した。
　その結果、組織学評価ではsham群における高脂
肪食群と通常食群の各時期に差がなかった。一方、
腱損傷群では、1週と4週における高脂肪食群の組
織学的スコアが通常食群のスコアより有意に高
かった。生化学的評価ではsham群と腱損傷群の両
群において、高脂肪食群の炎症性サイトカインが
通常食群よりも有意に高かった。また、損傷4週時
点では高脂肪食群のCol3a1が通常食群よりも高
い傾向にあり、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比は
通常食群の同比よりも有意に高かった。
　演者らは考察において、高脂肪食群の腱組織に
おける炎症性サイト力インが高値であったことか
ら、他臓器と同様に高脂肪状態では慢性炎症の状
態になっている可能性を示唆した。また、高脂肪食
群では修復遅延と幼弱な腱線維の指標であるⅢ型
コラーゲンの有意な高値が認められたことから、
腱修復への影響がある可能性を示した。
　食餌内容によって腱組織の修復効果が異なる可
能性を示した点が興味深い。組織学的評価におい
て、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比が高かったこ
とは何らかの代謝異常が生じたことを示唆してい
る。その一方で、講演中の写真で示された高脂肪食
群のマウスは明らかに肥満体であったため、腱そ
のものにかかる負荷(体重)に関しても考察が必要
だと考えられた。
　高脂肪食群と通常食群では修復の指標となるコ
ラーゲン比が異なっていたことから、その機序を
基礎的に研究することによって腱修復メカニズム
の一端が解明される可能性が考えられた。今後の
更なる研究の発展を期待したい。

(田村周久) 

○副甲状腺ホルモン製剤による骨治癒促進効果
～投与頻度の違いによる骨折仮骨外殻皮質骨形成
と力学的強度回復への影響～

高畑雅彦（北海道大学）
　骨粗鬆症治療薬である副甲状腺ホルモン製剤テ
リパラチド（TPD）は、骨折治癒過程の様々なス
テージで骨形成促進作用をもつ。これはTPDの有
する骨間葉系幹細胞に対する増殖作用と軟骨細胞

への分化促進作用や、前骨芽細胞に対する増殖作
用に基づいており、近年は骨折治癒の補助治療薬
として注目されている。しかし、TPDの骨折治癒促
進効果を検証する実験では、骨粗鬆症に用いられ
る治療用量では効果が乏しく、良好な治療効果を
もたらす投与方法の検討が必要であった。そこで
演者らはTPDの投与頻度や投与量が骨折治癒効果
にどのように影響するかを検討した。
　方法は、8週齢雄ICRマウスの右大腿骨骨切りモ
デルを作製し、TPDの投与方法により低用量高頻
度群（3 ㎍/kg/回,3 回/日）、低用量低頻度群（9 ㎍
/kg/回,1 回/日）、高用量高頻度群（9 ㎍/kg/回,3 回
/日）、高用量低頻度群（27 ㎍/kg/回,1 回/日）、非投
与群の5群とした（各群n=8）。4週間TPD投与を
行った後に安楽死し、骨折部の仮骨化程度、仮骨外
殻皮質骨量、骨強度を各群間で比較した。仮骨化程
度と外殻皮質骨量の観察はマイクロCTを用い、骨
強度の測定は３点曲げ試験により行った。
　その結果、高用量高頻度群では骨折仮骨量は著
しく増加したが、そのほとんどが海綿骨様の骨で
あり、仮骨外殻の皮質骨形成が不良であった。ま
た、3点曲げ試験で力学的強度が低く、骨強度の回
復促進効果を得られなかった。一方、低用量低頻度
群では骨折仮骨量の増加は高用量高頻度群に比べ
て少なかったが、仮骨外殻皮質骨の形成は良好で、
骨強度は非投与群に比較して2~4倍増加した。以
上の結果から、TPDの作用は用量と投与間隔に
よって異なることがわかり、低用量低頻度の投与
方法により骨折後の仮骨外殻皮質骨の形成を促進
し、力学的安定性獲得に寄与する可能性があるこ
とが示唆された。
　TPDは投与方法によって骨形成に与える効果が
大きく異なることが興味深かった。この理由は明
らかになっていないが、骨形成過程の色々な段階
に作用する薬剤を使用する際は、投与量による効
果の違いを考慮する必要があるかもしれない。ウ
マにおいても骨折後に十分な骨強度を早期に獲得
できることは理想的であり、早期の骨折治癒や運
動復帰に向けた補助治療薬としてTPDが使用でき
る可能性がある。しかしながら、マウスはヒトやウ
マなどと比較してオステオンの密度が低いこと
や、リモデリング様式が異なることからマウス以

外の動物でどのような結果が得られるのか検討が
必要である。

○軟骨様細胞株（HCS-2/8）において、メカニカル
ストレスによるカテプシンKの発現亢進は高分子
ヒアルロン酸により抑制する

鈴木望人（名古屋大学）
　カテプシンKは破骨細胞や滑膜線維芽細胞から
発現されるシステインプロテアーゼであり、骨や
軟骨の主要成分である１型・２型コラーゲンを分
解する。関節リウマチを起こしている関節内では
カテプシンKの産生が亢進すると報告があるもの
の、詳細な機序について明らかとされていない。ま
た、関節リウマチ治療薬として有効とされている
ヒアルロン酸がカテプシンKの発現にもたらす効
果も不明である。そこで、演者らは軟骨様細胞株
HCS-2/8のカテプシンK発現亢進に対するヒアル
ロン酸の効果とメカニズムについて検討した。
　方法はHCS-2/8（2×106cell）をシリコンチャン
バーにて2日間培養後、自動伸展装置（STB-140、
STREX社）で24時間伸展ストレスを与えた（under 
cyclic loading 20 %、elongation,60cycles/min）も
のをコントロール群とした。伸展ストレスの前に
高分子ヒアルロン酸処置を行ったものをヒアルロ
ン酸前処置群としてカテプシンK発現（real-time 
PCR）およびNF-kB活性化（イムノブロット）につい
て比較・検討した。

　その結果、コントロール群ではカテプシンK発
現が伸展ストレスの強度と時間に依存して亢進し
た（P<0.01）。そして、カテプシンKの発現亢進はヒ
アルロン酸前処置群で有意に抑制された

（P<0.01）。また、伸展ストレス後にNF-kBの活性化
が認められ、ヒアルロン酸前処置群でNF-kBの活
性化が抑制された。以上の結果からメカニカルス
トレスによるカテプシンKの発現亢進はヒアルロ
ン酸前処置によって抑制されることがわかった。
本実験のみでは、カテプシンKの発現亢進とNF-kB
の活性化がどのように関連しているか証明できな
い。しかし、ヒアルロン酸処置によってカテプシン
Kの発現とNF-kBの活性化が抑制されたことから、
演者はNF-kBがカテプシンKの発現に何らかの形
で関与している可能性を指摘していた。
　ウマの関節炎に対してもヒアルロン酸は頻繁に
使用される薬剤であるがその詳細な作用機序は不
明である。本研究は骨や軟骨破壊作用をもつカテ
プシンKの発現亢進機構を解明する糸口となる可
能性があり、詳細なメカニズムの解明は新たな治
療薬の開発につながると考えられる。また、本実験
とは対照的に、関節リウマチの病態でヒアルロン
酸はNF-kBの発現を活性化するという報告もあ
る。そのためヒアルロン酸とNF-kBの活性化につ
いては複数の経路が存在する可能性も考えられ
た。

（三田宇宙）
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　第33回日本整形外科学会基礎学術集会は、奈良
県の奈良春日野国際フォーラムで平成30年10月
11日と12日に開催された。整形外科疾患の病態解
明から診断や治療方法など幅広い内容にわたる研
究について一般講演、シンポジウム、パネルディス
カッション、特別講演および教育研修講演が開催
された。以下にその概要を報告する。

○ラット腱板断裂モデルの腱板修復過程における
マクロファージサブタイプの経時的変化

名倉直重（北里大学）
　マクロファージ（φ）は、炎症に加え組織の創傷
治癒過程にも寄与する。φにはサブタイプが存在
し、その出現時期と機能が異なる。M1φは炎症性
サイトカインの産生を促し炎症作用を有するのに
対し、M2φは抗炎症に加えTGF-βなどを介して損
傷組織の修復に重要な役割を担う。さらにM2φは
M2a、M2b、 M2cのサブタイプが存在することが
明らかになっているが、腱板断裂の組織修復過程
におけるφポピュレーションの推移は明らかに
なっていない。そこで、演者らはラットの腱板断裂
モデルを作製し、断裂組織の修復過程における各
サブタイプのマーカー発現を経時的に評価した。
　9週齢の雄ラットの棘上筋と棘下筋を切離し、
腱板断裂モデルを作製した。術後1日、3日、7日、14
日、28日、56日（各n=8）において腱板組織を採取
し、Real-timePCR法を用いてCD68（φマーカー）、
IL-6およびIL-1β（M1φマーカー）、Ym1および
Fizz-1（M2aφマーカー）、CD64（M2bφマー
カー）、SLAM（M2cφマーカー）の発現を評価した。
　結果、IL-6、IL-1β、Ym1およびFizz-1の発現は術
後1日がピークになった。CD64とCD68は術後3日
から上昇し、術後7日目にピークを迎えた。SLAM
の発現は、術後7日から上昇を認めた。
　炎症部位では早期にM1φ、続いてM2φが出現
すると報告されているが、腱板組織の修復過程で

は早期にM1φとM2aφが同時に出現し、その後に
M2bφとM2cφが出現していた。
　ウマの腱や靱帯組織の修復過程においても炎症
部位では早期にM1φが出現し、その後M2φが出
現することが報告されている。しかしながら、M2
φのサブタイプの分類までは明らかとされていな
い。本報告で、炎症早期にM2aφがM1φと同時に
発現していることは興味深い。M2aφを炎症期に
投与することで、炎症そのものが抑制されるの
か？それとも炎症後の組織修復への移行が早まる
のか？興味は尽きない。しかし、M2φサブタイプ
の機能について明らかにされていない現状では、
本研究は各φの出現時期を明らかにしたに過ぎな
いのが残念であった。今後の研究の発展に期待し
たい。

（笠嶋快周）

○ヒアルロン酸（HA）分解に関わる分子HYBID
（KIAA1199）の変形性膝関節症（OA）滑膜組織で
の発現とHA代謝解析

塩澤　淳ら（順天堂大学）
　HYBID（hyaluronan binding protein involved in 
hyaluronan depolymerization）は皮膚や滑膜の線
維芽細胞で発現し、ヒアルロン酸（HA）分解に関
わっていることで知られる。ヒト膝OAでは関節液
中HA低分子化と血清HA濃度上昇が滑膜炎と相関
し、滑膜炎由来因子がHYBIDの発現やHA代謝に関
与すると考えられる。しかし、滑膜組織でのHYBID
発現とHA代謝やHYBID発現調節因子に関する情
報は限られている。今回演者らは、人工膝関節全置
換術を行ったヒトOA患者から滑膜組織を採取し、
組織におけるHYBID発現レベルを定量PCRおよび
イムノブロット法で検討し、免疫組織学的局在を
調べた。また、関節液中のHA低分子化率、HA濃度、
血清でのHA濃度と、組織HYBIDmRNA発現および
関節液中HYBIDタンパク質濃度との相関を解析

　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

し、OA滑膜線維芽細胞でのHYBID発現亢進因子を
同定した。免疫組織学的検索の結果、HYBIDはOA
滑膜組織での滑膜表層細胞、滑膜表層細胞下層の
線維芽細胞、血管内皮細胞に局在していた。滑膜組
織におけるHYBIDmRNAレベルと関節液中HYBID
タンパク質濃度は有意な正の相関を示した。また、
OA関節液中HAの低分子化はHYBIDmRNA発現レ
ベルおよび関節液中HYBIDタンパク質濃度とそれ
ぞれ有意な正の相関を示した。一方、培養OA滑膜
線維芽細胞では、HYBID発現はIL-6刺激により有
意に亢進し、TGF-β刺激で有意に低下し、その他の
因子では発現に変化は認められなかった。これに
より、OA滑膜組織では、IL-6刺激でHYBID発現が亢
進し、関節液中HA分解に関与することが示唆され
た。
　ヒトのOAでは多血小板血漿（PRP）の関節内投
与に一定の消炎鎮痛作用があることが示唆されて
いる。その詳細な機序はいまだ明らかではないが、
TGF-βがキーロールを担っているとされている。
今回の実験の結果から、PRP関節内投与によって
投与部位のTGF-β濃度が上昇し、関節を保護する
ように作用している可能性が考えられた。また、炎
症部位におけるTGF-β濃度の上昇は炎症性マクロ
ファージの減少に寄与することが報告されてお
り、これにより局所のIL-6濃度の減少が引き起こ
され、関節軟骨保護作用が増幅されることも考え
られる。本報告から、PRPの関節内投与は軟骨保護
作用を有する高分子HAの保護にも作用している
かも知れないと思われた。 

○モノヨード酢酸誘導ラット膝関節炎における滑
膜・膝蓋下脂肪体の器質的変化と細胞動態の経時
的解析

猪野又慶ら（東京医科歯科大学）
　滑膜・膝蓋下脂肪体（IFP；膝蓋部において滑膜、
半月板および関節包により一体的に構成される、
脂肪に富んだ組織）の炎症に伴う器質的変化が膝
関節疼痛の発症と遷延に深く関与することから、
演者らは関節炎症誘導早期におけるIFPでの炎症
細胞、線維芽細胞の動態および膠原線維増生の経
時的変化を組織学的に解析し、組織学的変化と疼
痛回避行動を比較して疼痛の遷延化が生じる機序

を考察した。
　ラット右膝（N=6）にモノヨード酢酸（MIA）
1mg、左膝にPBSを関節内投与した。投与後経時的
に膝関節を摘出し、抗ED1（CD68）抗体によるマク
ロファージの動態評価、HE染色による細胞密度の
評価、マッソントリクローム染色（MT染色）による
線維化の評価を行った。評価はIFP内の血管周囲、
IFP本体（脂肪組織）、IFP表層（滑膜）の3ヶ所で行
い、疼痛評価としてincapacitance testを行った。そ
の結果、ED1陽性細胞は、1日目はIFP内血管周囲と
IFP本体に観察されたが、3日目には血管周囲では
減少しIFP本体で細胞数が増加した。5、7日目はIFP
表層で細胞数が増加し、それ以外では減少した。細
胞密度は、血管周囲では1日目で増加し、3日目で
最大となり、5日目以降減少した。IFP本体では、3
日目で最大となった後、5日目以降も減少しな
かった。IFP表層では5日目以降著明に細胞密度が
増加した。線維化は、1日目は血管周囲で生じ、3日
目以降増加し、IFP本体では3日目以降に認められ
たが、5日目から7日目で急激に増加した。患側の
荷重量は1日目から7日目まで有意に低下した。こ
のように、関節内に炎症惹起物質を投与すること
により、IFPの器質的変化は膝蓋腱近傍に存在する
血管周囲から観察された。また、IFPの炎症は、滑膜
A細胞（滑膜に存在するマクロファージ様細胞）で
はなく、全身循環のマクロファージが主に機能し、
関節周囲側（血管周囲）から波及すると考えられ
た。また、IFPの線維化にマクロファージによる線
維芽細胞の活性化のプロセスが関与し、疼痛の遷
延には線維化が関与することが示唆された。
　ラットではMIA 1mgの膝関節内投与により滑
膜を含めたIFPの炎症を容易に生じさせた。彼らに
よると、この投与量でラットの軟骨病変まで作製
させることが可能であり、低容量だとIFPだけに炎
症を誘導することも可能で、関節内への投与量を
変えて実験モデルを作製しているそうである。
我々はMIA 0.16mg/kgの腕節内投与を行ってウ
マ関節炎モデルを作製しようと試みているが、こ
の量では滑膜炎は作製可能だが軟骨損傷が作製で
きないことを確認している。どのような想定でウ
マ関節炎モデルを作製するのかを前提として、ウ
マでもMIA投与量の変化によりモデルの性質が変

わるのかを試行する意味があると考えた。
（福田健太郎） 

○継代数の違うMSC由来エクソソームによるアキ
レス腱修復促進効果の違いとエクソソーム表面糖
鎖の検証

林　悠太ら（広島大学）
　演者らは間葉系幹細胞（MSC）およびMSCから分
泌されるエクソソームを用いたアキレス腱の修復
をめざしてきた。MSCを用いることで一定の治療
効果が期待されるものの、使用するMSCによって
治療効果にばらつきがある点が課題とされてい
る。近年、MSCによる修復能や分化能についてMSC
の表面糖鎖を解析することによって評価する方法
が報告されており、その手法を用いることで品質
を検査できると考えられている。そこで、演者らは
その手法をエクソソームに応用し、エクソソーム
に発現している表面糖鎖を解析し、その違いが修
復効果に与える影響について研究した。
　その方法として、演者らは、10週齢のC57BL/6
マウスのアキレス腱を切離し、翌日、切離部周囲の
皮下に、継代数5(P5MSC)と12(P12MSC)のMSC、
およびP5MSCとP12MSCから得られたエクソソー
ムまたはPBS単独を注射にて投与した(5群設定)。
そして、腱切離1週から4週までの組織染色と
qRTPCRによる腱マーカー遺伝子の発現解析を実
施した。さらに、in vitroにおいて、P5とP12のエク
ソソームが腱細胞に与える影響について検討し
た。最終的には、それらの成績とレクチンアレーを
用いたエクソソーム表面糖鎖の解析結果をつきあ
わせ、その関連性を検証した。
　その結果、注射後1週間時点での腱線維化の程
度は、MSCとエクソソーム投与群で有意に進んで
いた。また、腱マーカー遺伝子のCol3a1、Mohawk、
およびTenomodulinはP5MSCとP5エクソソーム
で高く発現していた。また、P5エクソソームは腱
細胞の増殖能や遊走能を促進した。エクソソーム
表面糖鎖は継代数の違いによって、発現量が変化
していた。
　演者らの考察において、エクソソーム単独でも
腱修復促進効果が得られたこと、その修復効果は
エクソソームの表面糖鎖解析の結果と関連してい

たことを示し、今後、表面糖鎖を指標としたエクソ
ソームの品質評価の可能性に関して言及してい
た。
　エクソソームは幹細胞のみならず、多くの細胞
から分泌されている微細な小胞である。内部に
microRNAなどが含まれていることが明らかに
なっているものの、その詳細な役割は現在でも不
明である。近年、このエクソソームが細胞間のシグ
ナル伝達に使用されている可能性が見いだされ、
注目を集めている。特に、幹細胞が分泌するエクソ
ソームには、組織修復や対象細胞にプラスに働く
効果が期待されており、新たな再生医療のツール
として研究対象にされている。その一方、まだまだ
不明な点が多く残されており、特に腱組織に対す
る影響を調べた研究は数少ない。
　ウマにおいても腱組織修復のツールとしてエク
ソソームが期待されているため、本研究のように
エクソソームの品質管理ができるようになれば、
臨床研究を実施する上で有用だと考えられる。た
だし、エクソソーム自体による腱修復効果や腱細
胞への影響についてなど、基礎的な部分から研究
に取り組む必要があると考えられた。

○高脂肪食摂取マウスにおける腱修復の検討
小嶽和也ら（三重大学）

　演者らは腱修復に影響する因子として、加齢や
損傷以外に脂質異常や糖尿病などの生活習慣病が
あることに注目した。成績不良因子として、腱板修
復術では肥満が、アキレス腱断裂患者ではトリグ
リセドの高値がそれぞれ報告されている。こうし
た脂質異常があると、慢性炎症が生じやすいこと
が他臓器では示されているものの、腱における病
態は不明であった。そこで、演者らは高脂肪食摂取
マウスを用いて腱修復への影響を検討した。
　その方法として、5週齢のC57BL/6マウスを通
常食群と高脂肪食群に分けて12週間飼育した後、
後肢の屈筋腱を半割した腱損傷群と腱の剥離のみ
を実施したsham群を作製した。処置後1日、1週、2
週および4週で腱を採材し、細胞数やコラーゲン
配列によって組織学的スコア(状態が悪いほど高
値となる)を評価した。また、処置後1日と4週に生
化学的評価を実施し、qRTPCRを用いて炎症性サイ

トカイン(TNFα、IL-6)およびコラーゲン(Col1a1
とCol3a1)の発現量を測定し、各群で比較した。
　その結果、組織学評価ではsham群における高脂
肪食群と通常食群の各時期に差がなかった。一方、
腱損傷群では、1週と4週における高脂肪食群の組
織学的スコアが通常食群のスコアより有意に高
かった。生化学的評価ではsham群と腱損傷群の両
群において、高脂肪食群の炎症性サイトカインが
通常食群よりも有意に高かった。また、損傷4週時
点では高脂肪食群のCol3a1が通常食群よりも高
い傾向にあり、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比は
通常食群の同比よりも有意に高かった。
　演者らは考察において、高脂肪食群の腱組織に
おける炎症性サイト力インが高値であったことか
ら、他臓器と同様に高脂肪状態では慢性炎症の状
態になっている可能性を示唆した。また、高脂肪食
群では修復遅延と幼弱な腱線維の指標であるⅢ型
コラーゲンの有意な高値が認められたことから、
腱修復への影響がある可能性を示した。
　食餌内容によって腱組織の修復効果が異なる可
能性を示した点が興味深い。組織学的評価におい
て、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比が高かったこ
とは何らかの代謝異常が生じたことを示唆してい
る。その一方で、講演中の写真で示された高脂肪食
群のマウスは明らかに肥満体であったため、腱そ
のものにかかる負荷(体重)に関しても考察が必要
だと考えられた。
　高脂肪食群と通常食群では修復の指標となるコ
ラーゲン比が異なっていたことから、その機序を
基礎的に研究することによって腱修復メカニズム
の一端が解明される可能性が考えられた。今後の
更なる研究の発展を期待したい。

(田村周久) 

○副甲状腺ホルモン製剤による骨治癒促進効果
～投与頻度の違いによる骨折仮骨外殻皮質骨形成
と力学的強度回復への影響～

高畑雅彦（北海道大学）
　骨粗鬆症治療薬である副甲状腺ホルモン製剤テ
リパラチド（TPD）は、骨折治癒過程の様々なス
テージで骨形成促進作用をもつ。これはTPDの有
する骨間葉系幹細胞に対する増殖作用と軟骨細胞

への分化促進作用や、前骨芽細胞に対する増殖作
用に基づいており、近年は骨折治癒の補助治療薬
として注目されている。しかし、TPDの骨折治癒促
進効果を検証する実験では、骨粗鬆症に用いられ
る治療用量では効果が乏しく、良好な治療効果を
もたらす投与方法の検討が必要であった。そこで
演者らはTPDの投与頻度や投与量が骨折治癒効果
にどのように影響するかを検討した。
　方法は、8週齢雄ICRマウスの右大腿骨骨切りモ
デルを作製し、TPDの投与方法により低用量高頻
度群（3 ㎍/kg/回,3 回/日）、低用量低頻度群（9 ㎍
/kg/回,1 回/日）、高用量高頻度群（9 ㎍/kg/回,3 回
/日）、高用量低頻度群（27 ㎍/kg/回,1 回/日）、非投
与群の5群とした（各群n=8）。4週間TPD投与を
行った後に安楽死し、骨折部の仮骨化程度、仮骨外
殻皮質骨量、骨強度を各群間で比較した。仮骨化程
度と外殻皮質骨量の観察はマイクロCTを用い、骨
強度の測定は３点曲げ試験により行った。
　その結果、高用量高頻度群では骨折仮骨量は著
しく増加したが、そのほとんどが海綿骨様の骨で
あり、仮骨外殻の皮質骨形成が不良であった。ま
た、3点曲げ試験で力学的強度が低く、骨強度の回
復促進効果を得られなかった。一方、低用量低頻度
群では骨折仮骨量の増加は高用量高頻度群に比べ
て少なかったが、仮骨外殻皮質骨の形成は良好で、
骨強度は非投与群に比較して2~4倍増加した。以
上の結果から、TPDの作用は用量と投与間隔に
よって異なることがわかり、低用量低頻度の投与
方法により骨折後の仮骨外殻皮質骨の形成を促進
し、力学的安定性獲得に寄与する可能性があるこ
とが示唆された。
　TPDは投与方法によって骨形成に与える効果が
大きく異なることが興味深かった。この理由は明
らかになっていないが、骨形成過程の色々な段階
に作用する薬剤を使用する際は、投与量による効
果の違いを考慮する必要があるかもしれない。ウ
マにおいても骨折後に十分な骨強度を早期に獲得
できることは理想的であり、早期の骨折治癒や運
動復帰に向けた補助治療薬としてTPDが使用でき
る可能性がある。しかしながら、マウスはヒトやウ
マなどと比較してオステオンの密度が低いこと
や、リモデリング様式が異なることからマウス以

外の動物でどのような結果が得られるのか検討が
必要である。

○軟骨様細胞株（HCS-2/8）において、メカニカル
ストレスによるカテプシンKの発現亢進は高分子
ヒアルロン酸により抑制する

鈴木望人（名古屋大学）
　カテプシンKは破骨細胞や滑膜線維芽細胞から
発現されるシステインプロテアーゼであり、骨や
軟骨の主要成分である１型・２型コラーゲンを分
解する。関節リウマチを起こしている関節内では
カテプシンKの産生が亢進すると報告があるもの
の、詳細な機序について明らかとされていない。ま
た、関節リウマチ治療薬として有効とされている
ヒアルロン酸がカテプシンKの発現にもたらす効
果も不明である。そこで、演者らは軟骨様細胞株
HCS-2/8のカテプシンK発現亢進に対するヒアル
ロン酸の効果とメカニズムについて検討した。
　方法はHCS-2/8（2×106cell）をシリコンチャン
バーにて2日間培養後、自動伸展装置（STB-140、
STREX社）で24時間伸展ストレスを与えた（under 
cyclic loading 20 %、elongation,60cycles/min）も
のをコントロール群とした。伸展ストレスの前に
高分子ヒアルロン酸処置を行ったものをヒアルロ
ン酸前処置群としてカテプシンK発現（real-time 
PCR）およびNF-kB活性化（イムノブロット）につい
て比較・検討した。

　その結果、コントロール群ではカテプシンK発
現が伸展ストレスの強度と時間に依存して亢進し
た（P<0.01）。そして、カテプシンKの発現亢進はヒ
アルロン酸前処置群で有意に抑制された

（P<0.01）。また、伸展ストレス後にNF-kBの活性化
が認められ、ヒアルロン酸前処置群でNF-kBの活
性化が抑制された。以上の結果からメカニカルス
トレスによるカテプシンKの発現亢進はヒアルロ
ン酸前処置によって抑制されることがわかった。
本実験のみでは、カテプシンKの発現亢進とNF-kB
の活性化がどのように関連しているか証明できな
い。しかし、ヒアルロン酸処置によってカテプシン
Kの発現とNF-kBの活性化が抑制されたことから、
演者はNF-kBがカテプシンKの発現に何らかの形
で関与している可能性を指摘していた。
　ウマの関節炎に対してもヒアルロン酸は頻繁に
使用される薬剤であるがその詳細な作用機序は不
明である。本研究は骨や軟骨破壊作用をもつカテ
プシンKの発現亢進機構を解明する糸口となる可
能性があり、詳細なメカニズムの解明は新たな治
療薬の開発につながると考えられる。また、本実験
とは対照的に、関節リウマチの病態でヒアルロン
酸はNF-kBの発現を活性化するという報告もあ
る。そのためヒアルロン酸とNF-kBの活性化につ
いては複数の経路が存在する可能性も考えられ
た。

（三田宇宙）
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　第33回日本整形外科学会基礎学術集会は、奈良
県の奈良春日野国際フォーラムで平成30年10月
11日と12日に開催された。整形外科疾患の病態解
明から診断や治療方法など幅広い内容にわたる研
究について一般講演、シンポジウム、パネルディス
カッション、特別講演および教育研修講演が開催
された。以下にその概要を報告する。

○ラット腱板断裂モデルの腱板修復過程における
マクロファージサブタイプの経時的変化

名倉直重（北里大学）
　マクロファージ（φ）は、炎症に加え組織の創傷
治癒過程にも寄与する。φにはサブタイプが存在
し、その出現時期と機能が異なる。M1φは炎症性
サイトカインの産生を促し炎症作用を有するのに
対し、M2φは抗炎症に加えTGF-βなどを介して損
傷組織の修復に重要な役割を担う。さらにM2φは
M2a、M2b、 M2cのサブタイプが存在することが
明らかになっているが、腱板断裂の組織修復過程
におけるφポピュレーションの推移は明らかに
なっていない。そこで、演者らはラットの腱板断裂
モデルを作製し、断裂組織の修復過程における各
サブタイプのマーカー発現を経時的に評価した。
　9週齢の雄ラットの棘上筋と棘下筋を切離し、
腱板断裂モデルを作製した。術後1日、3日、7日、14
日、28日、56日（各n=8）において腱板組織を採取
し、Real-timePCR法を用いてCD68（φマーカー）、
IL-6およびIL-1β（M1φマーカー）、Ym1および
Fizz-1（M2aφマーカー）、CD64（M2bφマー
カー）、SLAM（M2cφマーカー）の発現を評価した。
　結果、IL-6、IL-1β、Ym1およびFizz-1の発現は術
後1日がピークになった。CD64とCD68は術後3日
から上昇し、術後7日目にピークを迎えた。SLAM
の発現は、術後7日から上昇を認めた。
　炎症部位では早期にM1φ、続いてM2φが出現
すると報告されているが、腱板組織の修復過程で

は早期にM1φとM2aφが同時に出現し、その後に
M2bφとM2cφが出現していた。
　ウマの腱や靱帯組織の修復過程においても炎症
部位では早期にM1φが出現し、その後M2φが出
現することが報告されている。しかしながら、M2
φのサブタイプの分類までは明らかとされていな
い。本報告で、炎症早期にM2aφがM1φと同時に
発現していることは興味深い。M2aφを炎症期に
投与することで、炎症そのものが抑制されるの
か？それとも炎症後の組織修復への移行が早まる
のか？興味は尽きない。しかし、M2φサブタイプ
の機能について明らかにされていない現状では、
本研究は各φの出現時期を明らかにしたに過ぎな
いのが残念であった。今後の研究の発展に期待し
たい。

（笠嶋快周）

○ヒアルロン酸（HA）分解に関わる分子HYBID
（KIAA1199）の変形性膝関節症（OA）滑膜組織で
の発現とHA代謝解析

塩澤　淳ら（順天堂大学）
　HYBID（hyaluronan binding protein involved in 
hyaluronan depolymerization）は皮膚や滑膜の線
維芽細胞で発現し、ヒアルロン酸（HA）分解に関
わっていることで知られる。ヒト膝OAでは関節液
中HA低分子化と血清HA濃度上昇が滑膜炎と相関
し、滑膜炎由来因子がHYBIDの発現やHA代謝に関
与すると考えられる。しかし、滑膜組織でのHYBID
発現とHA代謝やHYBID発現調節因子に関する情
報は限られている。今回演者らは、人工膝関節全置
換術を行ったヒトOA患者から滑膜組織を採取し、
組織におけるHYBID発現レベルを定量PCRおよび
イムノブロット法で検討し、免疫組織学的局在を
調べた。また、関節液中のHA低分子化率、HA濃度、
血清でのHA濃度と、組織HYBIDmRNA発現および
関節液中HYBIDタンパク質濃度との相関を解析

　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

第97回日本獣医麻酔外科学会

　2019年1月12～13日に仙台国際センター（宮城
県）で開催された第97回日本獣医麻酔外科学会に
参加したので、その概要を報告します。

一般講演
「インドシアニングリーン蛍光血管造影法を用い
た異物性腸閉塞に対する腸管切除範囲決定法の検
討」

入江充洋ら（四国動物医療センター）
　薬剤を静脈投与して近赤外光を照射することに

より血流を客観的に評価する方法。発表者は黒色
に変色した腸管の切除範囲を決めるのに有効活用
していた。ウマでも臨床応用が期待されるが、研究
面でも応用できないかと思った。X大腸炎での腸
管の血流評価などができればより研究が進むと思
われる。

症例検討会
「整形外科症例検討会」
　失敗症例を報告して会場内でディスカッション

する形式で行なわれていた。大腿骨骨折に対して
プレート固定を行なった症例では、まず術前のレ
ントゲンを見てどうするか参加者に考えさせる。
次に手術後の写真を見せてそれに対して多くの人
がコメントする。そしてプレートが破綻した写真
と再手術の方法についての討論。そしてまた破綻
して再々手術の方法検討、術後評価と1時間近く
かけて1症例について検討した。アライメント、プ
レートの種類、螺子の太さなど、考えなくてはいけ
ない内容が多い。ウマではとても助けられないよ
うな症例ではあるが、アライメントを重視するな
ど参考になった。

（針生和久）

合同シンポジウム
「絶対に落とさない手術のための準備と対策―全
て想定内―その1」
1. 麻酔の影響と周術期管理の基本

佐野忠士（酪農学園大学）
2. 周術期における心臓絡みの罠－それでも手術
を成功させるために－

田中　綾（東京農工大学）
3. 周術期における呼吸器絡みの罠－それでも手
術を成功させるために－
米澤　覚（アトム動物病院・動物呼吸器病セン
ター）

　100%安全な麻酔管理法は存在しないことは言
うまでもないが、①死亡リスク因子　②患畜をと
りまく病態　③使用麻酔薬の特性、を理解の上正
確に評価することが死亡リスクの軽減につなが
る。
　主な死因としては、呼吸器、循環不全、多臓器
不全が約半数を占める。また、死亡リスクとして
は、米国麻酔科学会（Amer i can  Soc i e ty  o f  
Anesthesiologists：ASA）による術前状態スコアが
高いほど、死亡率が有意に上昇することが知られ
ている。さらに、加齢や肥満、輸液療法の実施が死
亡発生に関与しているとの報告もある。加齢に伴
い、発症疾病以外の基礎疾患有病率が高まる。ま
た、肥満により吸入麻酔薬を肺へ吸気させにくく
なり、術中の麻酔管理だけでなく、覚醒にも重大な

影響を及ぼす。病態を把握できない状況での輸液
の過剰投与により、血管透過性が亢進している
ケースでは浮腫を増大させる可能性があり、凝固
因子が不足している場合には体液の希釈により凝
固因子がさらに枯渇し、出血リスクが高まること
が報告されている。したがって、呼吸循環系の検査

（血液検査・心電図検査・心エコー検査・内視鏡検
査・血液ガス分析）をもれなく実施することが望ま
しい。しかし、術前検査は患畜の状態を五感により
監視することから開始されるため、各検査結果の
示す意味、正常状態ならびに”危険な”状態の理解
が非常に重要である。ここで注意すべきことは、手
術部位箇所とは異なる臓器に死亡リスクが潜んで
いることである。ASAスコアが高い症例ではもち
ろん、健康と評価した症例についても術中および
術後には各診療施設で使用できる麻酔モニタリン
グ装置を用いて連続的に監視することが不可欠で
ある。
　ヒトと同様、イヌ・ネコの臨床領域においても、
術中の循環抑制に対する麻酔管理法としてバラン
ス麻酔は主流であり、その傾向は今も不変である。
麻酔管理には意識消失・筋弛緩・鎮痛の3要素を満
たす必要があるが、患畜の病態に応じた麻酔薬の
投与は、手術による体動、循環機能に悪影響を及ぼ
す内分泌反応などの有害反射を抑制する。一昔前
までは、吸入麻酔薬単独での麻酔管理の方が患畜
の状態を把握しやすいため、病態が不明瞭になる
バランス麻酔の実施は推奨されないとも言われて
いた。しかし、麻酔薬の投与や手術侵襲は患畜に複
雑かつ様々な負の作用を患畜に与えるため、近年
においては、安全な麻酔管理の実現には患畜の状
態に適合する薬物の投与が不可欠ということが麻
酔医間の共通認識である。当然ではあるが、麻酔医
は使用する薬物の特性および副作用の教科書レベ
ルでの理解だけでなく、最新知見の収集を怠って
はならない。
　講演した獣医師らはイヌ・ネコの二次診療施設
で診療に従事しており、ウマ臨床現場とは麻酔を
実施する患畜の病態が大きく異なるものの、さら
に安全な麻酔管理の実現にとって勉強となった点
が数多くあった。新しい麻酔モニタリング装置あ
るいは麻酔薬が登場した場合には、その効果検証

も実施すべきと思われるが、良好な予後をもたら
す麻酔管理の実現には、診療施設全体で既に臨床
応用している機器・薬物の理解を一層深め、患畜の

状態に合わせた対処を絶え間なく実施することが
最も重要であると感じた。

（徳重裕貴）

し、OA滑膜線維芽細胞でのHYBID発現亢進因子を
同定した。免疫組織学的検索の結果、HYBIDはOA
滑膜組織での滑膜表層細胞、滑膜表層細胞下層の
線維芽細胞、血管内皮細胞に局在していた。滑膜組
織におけるHYBIDmRNAレベルと関節液中HYBID
タンパク質濃度は有意な正の相関を示した。また、
OA関節液中HAの低分子化はHYBIDmRNA発現レ
ベルおよび関節液中HYBIDタンパク質濃度とそれ
ぞれ有意な正の相関を示した。一方、培養OA滑膜
線維芽細胞では、HYBID発現はIL-6刺激により有
意に亢進し、TGF-β刺激で有意に低下し、その他の
因子では発現に変化は認められなかった。これに
より、OA滑膜組織では、IL-6刺激でHYBID発現が亢
進し、関節液中HA分解に関与することが示唆され
た。
　ヒトのOAでは多血小板血漿（PRP）の関節内投
与に一定の消炎鎮痛作用があることが示唆されて
いる。その詳細な機序はいまだ明らかではないが、
TGF-βがキーロールを担っているとされている。
今回の実験の結果から、PRP関節内投与によって
投与部位のTGF-β濃度が上昇し、関節を保護する
ように作用している可能性が考えられた。また、炎
症部位におけるTGF-β濃度の上昇は炎症性マクロ
ファージの減少に寄与することが報告されてお
り、これにより局所のIL-6濃度の減少が引き起こ
され、関節軟骨保護作用が増幅されることも考え
られる。本報告から、PRPの関節内投与は軟骨保護
作用を有する高分子HAの保護にも作用している
かも知れないと思われた。 

○モノヨード酢酸誘導ラット膝関節炎における滑
膜・膝蓋下脂肪体の器質的変化と細胞動態の経時
的解析

猪野又慶ら（東京医科歯科大学）
　滑膜・膝蓋下脂肪体（IFP；膝蓋部において滑膜、
半月板および関節包により一体的に構成される、
脂肪に富んだ組織）の炎症に伴う器質的変化が膝
関節疼痛の発症と遷延に深く関与することから、
演者らは関節炎症誘導早期におけるIFPでの炎症
細胞、線維芽細胞の動態および膠原線維増生の経
時的変化を組織学的に解析し、組織学的変化と疼
痛回避行動を比較して疼痛の遷延化が生じる機序

を考察した。
　ラット右膝（N=6）にモノヨード酢酸（MIA）
1mg、左膝にPBSを関節内投与した。投与後経時的
に膝関節を摘出し、抗ED1（CD68）抗体によるマク
ロファージの動態評価、HE染色による細胞密度の
評価、マッソントリクローム染色（MT染色）による
線維化の評価を行った。評価はIFP内の血管周囲、
IFP本体（脂肪組織）、IFP表層（滑膜）の3ヶ所で行
い、疼痛評価としてincapacitance testを行った。そ
の結果、ED1陽性細胞は、1日目はIFP内血管周囲と
IFP本体に観察されたが、3日目には血管周囲では
減少しIFP本体で細胞数が増加した。5、7日目はIFP
表層で細胞数が増加し、それ以外では減少した。細
胞密度は、血管周囲では1日目で増加し、3日目で
最大となり、5日目以降減少した。IFP本体では、3
日目で最大となった後、5日目以降も減少しな
かった。IFP表層では5日目以降著明に細胞密度が
増加した。線維化は、1日目は血管周囲で生じ、3日
目以降増加し、IFP本体では3日目以降に認められ
たが、5日目から7日目で急激に増加した。患側の
荷重量は1日目から7日目まで有意に低下した。こ
のように、関節内に炎症惹起物質を投与すること
により、IFPの器質的変化は膝蓋腱近傍に存在する
血管周囲から観察された。また、IFPの炎症は、滑膜
A細胞（滑膜に存在するマクロファージ様細胞）で
はなく、全身循環のマクロファージが主に機能し、
関節周囲側（血管周囲）から波及すると考えられ
た。また、IFPの線維化にマクロファージによる線
維芽細胞の活性化のプロセスが関与し、疼痛の遷
延には線維化が関与することが示唆された。
　ラットではMIA 1mgの膝関節内投与により滑
膜を含めたIFPの炎症を容易に生じさせた。彼らに
よると、この投与量でラットの軟骨病変まで作製
させることが可能であり、低容量だとIFPだけに炎
症を誘導することも可能で、関節内への投与量を
変えて実験モデルを作製しているそうである。
我々はMIA 0.16mg/kgの腕節内投与を行ってウ
マ関節炎モデルを作製しようと試みているが、こ
の量では滑膜炎は作製可能だが軟骨損傷が作製で
きないことを確認している。どのような想定でウ
マ関節炎モデルを作製するのかを前提として、ウ
マでもMIA投与量の変化によりモデルの性質が変

わるのかを試行する意味があると考えた。
（福田健太郎） 

○継代数の違うMSC由来エクソソームによるアキ
レス腱修復促進効果の違いとエクソソーム表面糖
鎖の検証

林　悠太ら（広島大学）
　演者らは間葉系幹細胞（MSC）およびMSCから分
泌されるエクソソームを用いたアキレス腱の修復
をめざしてきた。MSCを用いることで一定の治療
効果が期待されるものの、使用するMSCによって
治療効果にばらつきがある点が課題とされてい
る。近年、MSCによる修復能や分化能についてMSC
の表面糖鎖を解析することによって評価する方法
が報告されており、その手法を用いることで品質
を検査できると考えられている。そこで、演者らは
その手法をエクソソームに応用し、エクソソーム
に発現している表面糖鎖を解析し、その違いが修
復効果に与える影響について研究した。
　その方法として、演者らは、10週齢のC57BL/6
マウスのアキレス腱を切離し、翌日、切離部周囲の
皮下に、継代数5(P5MSC)と12(P12MSC)のMSC、
およびP5MSCとP12MSCから得られたエクソソー
ムまたはPBS単独を注射にて投与した(5群設定)。
そして、腱切離1週から4週までの組織染色と
qRTPCRによる腱マーカー遺伝子の発現解析を実
施した。さらに、in vitroにおいて、P5とP12のエク
ソソームが腱細胞に与える影響について検討し
た。最終的には、それらの成績とレクチンアレーを
用いたエクソソーム表面糖鎖の解析結果をつきあ
わせ、その関連性を検証した。
　その結果、注射後1週間時点での腱線維化の程
度は、MSCとエクソソーム投与群で有意に進んで
いた。また、腱マーカー遺伝子のCol3a1、Mohawk、
およびTenomodulinはP5MSCとP5エクソソーム
で高く発現していた。また、P5エクソソームは腱
細胞の増殖能や遊走能を促進した。エクソソーム
表面糖鎖は継代数の違いによって、発現量が変化
していた。
　演者らの考察において、エクソソーム単独でも
腱修復促進効果が得られたこと、その修復効果は
エクソソームの表面糖鎖解析の結果と関連してい

たことを示し、今後、表面糖鎖を指標としたエクソ
ソームの品質評価の可能性に関して言及してい
た。
　エクソソームは幹細胞のみならず、多くの細胞
から分泌されている微細な小胞である。内部に
microRNAなどが含まれていることが明らかに
なっているものの、その詳細な役割は現在でも不
明である。近年、このエクソソームが細胞間のシグ
ナル伝達に使用されている可能性が見いだされ、
注目を集めている。特に、幹細胞が分泌するエクソ
ソームには、組織修復や対象細胞にプラスに働く
効果が期待されており、新たな再生医療のツール
として研究対象にされている。その一方、まだまだ
不明な点が多く残されており、特に腱組織に対す
る影響を調べた研究は数少ない。
　ウマにおいても腱組織修復のツールとしてエク
ソソームが期待されているため、本研究のように
エクソソームの品質管理ができるようになれば、
臨床研究を実施する上で有用だと考えられる。た
だし、エクソソーム自体による腱修復効果や腱細
胞への影響についてなど、基礎的な部分から研究
に取り組む必要があると考えられた。

○高脂肪食摂取マウスにおける腱修復の検討
小嶽和也ら（三重大学）

　演者らは腱修復に影響する因子として、加齢や
損傷以外に脂質異常や糖尿病などの生活習慣病が
あることに注目した。成績不良因子として、腱板修
復術では肥満が、アキレス腱断裂患者ではトリグ
リセドの高値がそれぞれ報告されている。こうし
た脂質異常があると、慢性炎症が生じやすいこと
が他臓器では示されているものの、腱における病
態は不明であった。そこで、演者らは高脂肪食摂取
マウスを用いて腱修復への影響を検討した。
　その方法として、5週齢のC57BL/6マウスを通
常食群と高脂肪食群に分けて12週間飼育した後、
後肢の屈筋腱を半割した腱損傷群と腱の剥離のみ
を実施したsham群を作製した。処置後1日、1週、2
週および4週で腱を採材し、細胞数やコラーゲン
配列によって組織学的スコア(状態が悪いほど高
値となる)を評価した。また、処置後1日と4週に生
化学的評価を実施し、qRTPCRを用いて炎症性サイ

トカイン(TNFα、IL-6)およびコラーゲン(Col1a1
とCol3a1)の発現量を測定し、各群で比較した。
　その結果、組織学評価ではsham群における高脂
肪食群と通常食群の各時期に差がなかった。一方、
腱損傷群では、1週と4週における高脂肪食群の組
織学的スコアが通常食群のスコアより有意に高
かった。生化学的評価ではsham群と腱損傷群の両
群において、高脂肪食群の炎症性サイトカインが
通常食群よりも有意に高かった。また、損傷4週時
点では高脂肪食群のCol3a1が通常食群よりも高
い傾向にあり、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比は
通常食群の同比よりも有意に高かった。
　演者らは考察において、高脂肪食群の腱組織に
おける炎症性サイト力インが高値であったことか
ら、他臓器と同様に高脂肪状態では慢性炎症の状
態になっている可能性を示唆した。また、高脂肪食
群では修復遅延と幼弱な腱線維の指標であるⅢ型
コラーゲンの有意な高値が認められたことから、
腱修復への影響がある可能性を示した。
　食餌内容によって腱組織の修復効果が異なる可
能性を示した点が興味深い。組織学的評価におい
て、高脂肪食群のCol3a1/Col1a1比が高かったこ
とは何らかの代謝異常が生じたことを示唆してい
る。その一方で、講演中の写真で示された高脂肪食
群のマウスは明らかに肥満体であったため、腱そ
のものにかかる負荷(体重)に関しても考察が必要
だと考えられた。
　高脂肪食群と通常食群では修復の指標となるコ
ラーゲン比が異なっていたことから、その機序を
基礎的に研究することによって腱修復メカニズム
の一端が解明される可能性が考えられた。今後の
更なる研究の発展を期待したい。

(田村周久) 

○副甲状腺ホルモン製剤による骨治癒促進効果
～投与頻度の違いによる骨折仮骨外殻皮質骨形成
と力学的強度回復への影響～

高畑雅彦（北海道大学）
　骨粗鬆症治療薬である副甲状腺ホルモン製剤テ
リパラチド（TPD）は、骨折治癒過程の様々なス
テージで骨形成促進作用をもつ。これはTPDの有
する骨間葉系幹細胞に対する増殖作用と軟骨細胞

への分化促進作用や、前骨芽細胞に対する増殖作
用に基づいており、近年は骨折治癒の補助治療薬
として注目されている。しかし、TPDの骨折治癒促
進効果を検証する実験では、骨粗鬆症に用いられ
る治療用量では効果が乏しく、良好な治療効果を
もたらす投与方法の検討が必要であった。そこで
演者らはTPDの投与頻度や投与量が骨折治癒効果
にどのように影響するかを検討した。
　方法は、8週齢雄ICRマウスの右大腿骨骨切りモ
デルを作製し、TPDの投与方法により低用量高頻
度群（3 ㎍/kg/回,3 回/日）、低用量低頻度群（9 ㎍
/kg/回,1 回/日）、高用量高頻度群（9 ㎍/kg/回,3 回
/日）、高用量低頻度群（27 ㎍/kg/回,1 回/日）、非投
与群の5群とした（各群n=8）。4週間TPD投与を
行った後に安楽死し、骨折部の仮骨化程度、仮骨外
殻皮質骨量、骨強度を各群間で比較した。仮骨化程
度と外殻皮質骨量の観察はマイクロCTを用い、骨
強度の測定は３点曲げ試験により行った。
　その結果、高用量高頻度群では骨折仮骨量は著
しく増加したが、そのほとんどが海綿骨様の骨で
あり、仮骨外殻の皮質骨形成が不良であった。ま
た、3点曲げ試験で力学的強度が低く、骨強度の回
復促進効果を得られなかった。一方、低用量低頻度
群では骨折仮骨量の増加は高用量高頻度群に比べ
て少なかったが、仮骨外殻皮質骨の形成は良好で、
骨強度は非投与群に比較して2~4倍増加した。以
上の結果から、TPDの作用は用量と投与間隔に
よって異なることがわかり、低用量低頻度の投与
方法により骨折後の仮骨外殻皮質骨の形成を促進
し、力学的安定性獲得に寄与する可能性があるこ
とが示唆された。
　TPDは投与方法によって骨形成に与える効果が
大きく異なることが興味深かった。この理由は明
らかになっていないが、骨形成過程の色々な段階
に作用する薬剤を使用する際は、投与量による効
果の違いを考慮する必要があるかもしれない。ウ
マにおいても骨折後に十分な骨強度を早期に獲得
できることは理想的であり、早期の骨折治癒や運
動復帰に向けた補助治療薬としてTPDが使用でき
る可能性がある。しかしながら、マウスはヒトやウ
マなどと比較してオステオンの密度が低いこと
や、リモデリング様式が異なることからマウス以

外の動物でどのような結果が得られるのか検討が
必要である。

○軟骨様細胞株（HCS-2/8）において、メカニカル
ストレスによるカテプシンKの発現亢進は高分子
ヒアルロン酸により抑制する

鈴木望人（名古屋大学）
　カテプシンKは破骨細胞や滑膜線維芽細胞から
発現されるシステインプロテアーゼであり、骨や
軟骨の主要成分である１型・２型コラーゲンを分
解する。関節リウマチを起こしている関節内では
カテプシンKの産生が亢進すると報告があるもの
の、詳細な機序について明らかとされていない。ま
た、関節リウマチ治療薬として有効とされている
ヒアルロン酸がカテプシンKの発現にもたらす効
果も不明である。そこで、演者らは軟骨様細胞株
HCS-2/8のカテプシンK発現亢進に対するヒアル
ロン酸の効果とメカニズムについて検討した。
　方法はHCS-2/8（2×106cell）をシリコンチャン
バーにて2日間培養後、自動伸展装置（STB-140、
STREX社）で24時間伸展ストレスを与えた（under 
cyclic loading 20 %、elongation,60cycles/min）も
のをコントロール群とした。伸展ストレスの前に
高分子ヒアルロン酸処置を行ったものをヒアルロ
ン酸前処置群としてカテプシンK発現（real-time 
PCR）およびNF-kB活性化（イムノブロット）につい
て比較・検討した。

　その結果、コントロール群ではカテプシンK発
現が伸展ストレスの強度と時間に依存して亢進し
た（P<0.01）。そして、カテプシンKの発現亢進はヒ
アルロン酸前処置群で有意に抑制された

（P<0.01）。また、伸展ストレス後にNF-kBの活性化
が認められ、ヒアルロン酸前処置群でNF-kBの活
性化が抑制された。以上の結果からメカニカルス
トレスによるカテプシンKの発現亢進はヒアルロ
ン酸前処置によって抑制されることがわかった。
本実験のみでは、カテプシンKの発現亢進とNF-kB
の活性化がどのように関連しているか証明できな
い。しかし、ヒアルロン酸処置によってカテプシン
Kの発現とNF-kBの活性化が抑制されたことから、
演者はNF-kBがカテプシンKの発現に何らかの形
で関与している可能性を指摘していた。
　ウマの関節炎に対してもヒアルロン酸は頻繁に
使用される薬剤であるがその詳細な作用機序は不
明である。本研究は骨や軟骨破壊作用をもつカテ
プシンKの発現亢進機構を解明する糸口となる可
能性があり、詳細なメカニズムの解明は新たな治
療薬の開発につながると考えられる。また、本実験
とは対照的に、関節リウマチの病態でヒアルロン
酸はNF-kBの発現を活性化するという報告もあ
る。そのためヒアルロン酸とNF-kBの活性化につ
いては複数の経路が存在する可能性も考えられ
た。

（三田宇宙）
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

　2019年1月12～13日に仙台国際センター（宮城
県）で開催された第97回日本獣医麻酔外科学会に
参加したので、その概要を報告します。

一般講演
「インドシアニングリーン蛍光血管造影法を用い
た異物性腸閉塞に対する腸管切除範囲決定法の検
討」

入江充洋ら（四国動物医療センター）
　薬剤を静脈投与して近赤外光を照射することに

より血流を客観的に評価する方法。発表者は黒色
に変色した腸管の切除範囲を決めるのに有効活用
していた。ウマでも臨床応用が期待されるが、研究
面でも応用できないかと思った。X大腸炎での腸
管の血流評価などができればより研究が進むと思
われる。

症例検討会
「整形外科症例検討会」
　失敗症例を報告して会場内でディスカッション

する形式で行なわれていた。大腿骨骨折に対して
プレート固定を行なった症例では、まず術前のレ
ントゲンを見てどうするか参加者に考えさせる。
次に手術後の写真を見せてそれに対して多くの人
がコメントする。そしてプレートが破綻した写真
と再手術の方法についての討論。そしてまた破綻
して再々手術の方法検討、術後評価と1時間近く
かけて1症例について検討した。アライメント、プ
レートの種類、螺子の太さなど、考えなくてはいけ
ない内容が多い。ウマではとても助けられないよ
うな症例ではあるが、アライメントを重視するな
ど参考になった。

（針生和久）

合同シンポジウム
「絶対に落とさない手術のための準備と対策―全
て想定内―その1」
1. 麻酔の影響と周術期管理の基本

佐野忠士（酪農学園大学）
2. 周術期における心臓絡みの罠－それでも手術
を成功させるために－

田中　綾（東京農工大学）
3. 周術期における呼吸器絡みの罠－それでも手
術を成功させるために－
米澤　覚（アトム動物病院・動物呼吸器病セン
ター）

　100%安全な麻酔管理法は存在しないことは言
うまでもないが、①死亡リスク因子　②患畜をと
りまく病態　③使用麻酔薬の特性、を理解の上正
確に評価することが死亡リスクの軽減につなが
る。
　主な死因としては、呼吸器、循環不全、多臓器
不全が約半数を占める。また、死亡リスクとして
は、米国麻酔科学会（Amer i can  Soc i e ty  o f  
Anesthesiologists：ASA）による術前状態スコアが
高いほど、死亡率が有意に上昇することが知られ
ている。さらに、加齢や肥満、輸液療法の実施が死
亡発生に関与しているとの報告もある。加齢に伴
い、発症疾病以外の基礎疾患有病率が高まる。ま
た、肥満により吸入麻酔薬を肺へ吸気させにくく
なり、術中の麻酔管理だけでなく、覚醒にも重大な

影響を及ぼす。病態を把握できない状況での輸液
の過剰投与により、血管透過性が亢進している
ケースでは浮腫を増大させる可能性があり、凝固
因子が不足している場合には体液の希釈により凝
固因子がさらに枯渇し、出血リスクが高まること
が報告されている。したがって、呼吸循環系の検査

（血液検査・心電図検査・心エコー検査・内視鏡検
査・血液ガス分析）をもれなく実施することが望ま
しい。しかし、術前検査は患畜の状態を五感により
監視することから開始されるため、各検査結果の
示す意味、正常状態ならびに”危険な”状態の理解
が非常に重要である。ここで注意すべきことは、手
術部位箇所とは異なる臓器に死亡リスクが潜んで
いることである。ASAスコアが高い症例ではもち
ろん、健康と評価した症例についても術中および
術後には各診療施設で使用できる麻酔モニタリン
グ装置を用いて連続的に監視することが不可欠で
ある。
　ヒトと同様、イヌ・ネコの臨床領域においても、
術中の循環抑制に対する麻酔管理法としてバラン
ス麻酔は主流であり、その傾向は今も不変である。
麻酔管理には意識消失・筋弛緩・鎮痛の3要素を満
たす必要があるが、患畜の病態に応じた麻酔薬の
投与は、手術による体動、循環機能に悪影響を及ぼ
す内分泌反応などの有害反射を抑制する。一昔前
までは、吸入麻酔薬単独での麻酔管理の方が患畜
の状態を把握しやすいため、病態が不明瞭になる
バランス麻酔の実施は推奨されないとも言われて
いた。しかし、麻酔薬の投与や手術侵襲は患畜に複
雑かつ様々な負の作用を患畜に与えるため、近年
においては、安全な麻酔管理の実現には患畜の状
態に適合する薬物の投与が不可欠ということが麻
酔医間の共通認識である。当然ではあるが、麻酔医
は使用する薬物の特性および副作用の教科書レベ
ルでの理解だけでなく、最新知見の収集を怠って
はならない。
　講演した獣医師らはイヌ・ネコの二次診療施設
で診療に従事しており、ウマ臨床現場とは麻酔を
実施する患畜の病態が大きく異なるものの、さら
に安全な麻酔管理の実現にとって勉強となった点
が数多くあった。新しい麻酔モニタリング装置あ
るいは麻酔薬が登場した場合には、その効果検証

も実施すべきと思われるが、良好な予後をもたら
す麻酔管理の実現には、診療施設全体で既に臨床
応用している機器・薬物の理解を一層深め、患畜の

状態に合わせた対処を絶え間なく実施することが
最も重要であると感じた。

（徳重裕貴）
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

　2019年1月12～13日に仙台国際センター（宮城
県）で開催された第97回日本獣医麻酔外科学会に
参加したので、その概要を報告します。

一般講演
「インドシアニングリーン蛍光血管造影法を用い
た異物性腸閉塞に対する腸管切除範囲決定法の検
討」

入江充洋ら（四国動物医療センター）
　薬剤を静脈投与して近赤外光を照射することに

より血流を客観的に評価する方法。発表者は黒色
に変色した腸管の切除範囲を決めるのに有効活用
していた。ウマでも臨床応用が期待されるが、研究
面でも応用できないかと思った。X大腸炎での腸
管の血流評価などができればより研究が進むと思
われる。

症例検討会
「整形外科症例検討会」
　失敗症例を報告して会場内でディスカッション

第32回日本軟骨代謝学会

　第32回日本軟骨代謝学会は、2019年3月1日・2
日に千里ライフサイエンスセンター（大阪府）にて
開催された。本学会は軟骨疾患のメカニズムの解
明、その治療法の開発、さらには再生医療に関する
最新の情報を交換・発信する場となっており、多く
の整形外科医が活発な議論を繰り広げていた。演
題の多くはヒトの軟骨損傷疾患の大部分を占める
膝の関節軟骨を対象にしており、近年臨床応用が
承認された自家培養軟骨組織を用いた膝軟骨損傷
に対する治療成績などが幅広く発表されていた。
ウマにおいても関節軟骨の損傷は関節炎の要因に
なることが報告されており、本学会を通してウマ
の臨床応用につながる知見を多く得ることができ
た。以下に、ウマの研究に応用できる可能性がある
二つの演題に関して、その概要を報告する。

○活性型ビタミンD3誘導体（エルデカルシトー
ル）の転写因子Ergを介した関節軟骨変性予防効果

大田陽一（大阪府立大学）
　代謝型ビタミンDの１つである血中25(OH)Dの
低値と変形性関節症の進行について、関連性が報
告されている。しかし、ビタミンDによるシグナル
が関節軟骨に与える影響やそのメカニズムは明ら
かになっていない。演者らはこれらの解明を目的
として、活性型ビタミンD3誘導体であるエルデカ
ルシトールが関節軟骨変性および関節軟骨細胞分
化に及ぼす影響を検討した。
　方法は、8週齢オス野生型マウス(C57BL/6NCrSlc)
の右膝関節に内側不安定型変形性関節症(OA)モデ
ルを作製し、左膝関節にはsham手術を施行した。
術後１週間おきに両膝にEldecalcitol(Eld,0.5 μ
g/mL)を投与した群をEld投与群、両膝に生理食塩
水を投与した群をEld非投与群としてコントロー
ルとした（手術の有無と薬剤投与の有無により合

計4群）。術後4週、12週に組織学的評価、および抗
Ets-related-gene（Erg）抗体(筆者注：Ergは軟骨の分
化機能維持に関与する転写因子)を用いた免疫組
織学的評価を行い、コントロール群と比較検討し
た。また、先ほどの実験とは別のマウスの関節軟骨
から軟骨細胞を採取・培養後、培養細胞にEld (10－8M)
を添加し、RNAを回収した。Eld非添加群をコント
ロールとしてErgの発現量をリアルタイムRT-PCR
法で比較検討した。
　その結果、OAモデルを作製した膝において、Eld
投与群ではコントロール群と比較して組織学的ス
コアが術後4週で有意に低く、OAの重症度が低
かった。しかしながら、術後12週では両群ともに
OAが進行し、両群間で有意な差を認めなかった。
また、免疫組織学的評価では、OA誘導Eld非投与群
はsham手術Eld非投与群に比べて関節軟骨におけ
るErgの発現が増加することが明らかとなった。さ
らにOA誘導Eld投与群では、OA誘導Eld非投与群よ
りもErg発現効果が増強した。リアルタイム
RT-PCR法の結果、Eld添加群では非添加群と比較
して、関節軟骨細胞でのErgの有意な発現上昇を認
めた。
　以上の結果より、マウスOAモデルにおいてEld
の局所関節内投与は早期の関節軟骨変性の進行を
遅延させることが判明した。そのメカニズムとし
て、関節軟骨における転写因子Ergの発現が増強す
ることが考えられた。
　本研究で用いたモデルマウスは、重度の変形性
関節症を発症するモデルマウスとして知られてい
る。そのため、術後12週では症状が重度になりエ
ルデカルシトールの効果が観察されなかったもの
の、軽度の症状に対しては効果が期待できる可能
性がある。ウマの関節炎治療薬はヒアルロン酸や
ペントサンなどが中心であるが、軽度の関節炎に

対してはビタミンD製剤の併用などによって、よ
り高い関節炎治療効果が得られるかもしれない。

○膝前十字靭帯再建術前後における血清中の軟骨
代謝マーカーの有用性
～MRI T2 mappingとの検討～

西田洋平（大阪市立大学）
　変形性膝関節症（OA）の診断には通常単純X線な
どの画像診断法が用いられているが、画像診断か
ら得られる所見は関節変性の結果を反映している
ものであり、膝関節痛を発症した段階の早期OA患
者ではX線上の変化がなく、診断が困難である。一
方、軟骨代謝マーカーであるcartilage oligomeric 
matrix protein（COMP）は軟骨損傷に伴って血清
中濃度が上昇することが知られており、これを用
いることにより単純X線では検知できない早期OA
の検出が期待されている。そこで、演者らは膝前十
字靭帯(ACL)損傷患者を対象に血清COMP を計測
し、MRI T2 mappingを用いた軟骨の質的評価との
関連について検討した（筆者注：T2 mapping値は
軟骨変性が起きると延長することが知られ、軟骨
損傷の指標となる）。
　解析対象の患者は2012年から2016年の間に
ACL再建術を施行された者のうち、手術待機期間
が1年以内かつ術前に血清COMP値を計測できた
66例とした。手術時平均年齢は23.3才(13歳～55
歳)、男性27例・女性39例、手術待機期間は平均
3.7ヶ月(1～11ヶ月)であった。評価項目は手術時
年齢、術前の運動レベル(Tegner Activity Scale)、術
前・術後1年の血清MMP-3値（関節炎が重度になる
ほど高値）、術前の膝関節の動揺度、術前単純X線

の膝OAスコア（高値であるほど重症）、術前・術後1
年の膝関節軟骨MRI T2 mappingの結果とした。そ
れぞれ評価項目について術前COMP値との相関を
検討した。
　その結果、術前のCOMP値と正の相関を認めた
評価項目は術前単純X線の膝OAスコア、術前の脛
骨内側関節面のT2値、術後1年の大腿骨内顆のT2
値、術前のMMP-3値であった(それぞれ相関係数
0.44、0.32、0.31、0.34)。
　本研究では、術前の血清COMP値が単純X線の膝
OAスコアおよび術前の脛骨内側関節面のT2値の
間で正の相関を示したことから、血清COMP値が
変形性関節症評価の指標となることが示唆され
た。さらに術前の血清COMP値が術後1年の大腿骨
内顆のT2値との間で正の相関を示したことから、
症例の追跡期間が短いというリミテーションがあ
るものの、前十字靭帯再建術後に起こりうる変形
性関節症評価の推定に血清COMP値が使用できる
可能性が示唆された。また、術前の血清COMP値と
術前のMMP-3との正の相関は早期OA時の関節炎
を反映していると考えられた。
　競走馬にいても関節炎の診断は臨床所見と画像
診断を基に行うことが多く、感度・特異度が高い血
清中のバイオマーカーを用いることが可能になれ
ば関節炎の早期診断や治療効果の判定を行いやす
い。ウマにおける関節液中のCOMPを測定した研
究報告はいくつかあるものの、軟骨の質的評価と
の関連性を報告したものはない。そのため、本研究
のような手法を用いることより軟骨評価に有用な
バイオマーカーを探索できる可能性がある。

（三田宇宙）

する形式で行なわれていた。大腿骨骨折に対して
プレート固定を行なった症例では、まず術前のレ
ントゲンを見てどうするか参加者に考えさせる。
次に手術後の写真を見せてそれに対して多くの人
がコメントする。そしてプレートが破綻した写真
と再手術の方法についての討論。そしてまた破綻
して再々手術の方法検討、術後評価と1時間近く
かけて1症例について検討した。アライメント、プ
レートの種類、螺子の太さなど、考えなくてはいけ
ない内容が多い。ウマではとても助けられないよ
うな症例ではあるが、アライメントを重視するな
ど参考になった。

（針生和久）

合同シンポジウム
「絶対に落とさない手術のための準備と対策―全
て想定内―その1」
1. 麻酔の影響と周術期管理の基本

佐野忠士（酪農学園大学）
2. 周術期における心臓絡みの罠－それでも手術
を成功させるために－

田中　綾（東京農工大学）
3. 周術期における呼吸器絡みの罠－それでも手
術を成功させるために－
米澤　覚（アトム動物病院・動物呼吸器病セン
ター）

　100%安全な麻酔管理法は存在しないことは言
うまでもないが、①死亡リスク因子　②患畜をと
りまく病態　③使用麻酔薬の特性、を理解の上正
確に評価することが死亡リスクの軽減につなが
る。
　主な死因としては、呼吸器、循環不全、多臓器
不全が約半数を占める。また、死亡リスクとして
は、米国麻酔科学会（Amer i can  Soc i e ty  o f  
Anesthesiologists：ASA）による術前状態スコアが
高いほど、死亡率が有意に上昇することが知られ
ている。さらに、加齢や肥満、輸液療法の実施が死
亡発生に関与しているとの報告もある。加齢に伴
い、発症疾病以外の基礎疾患有病率が高まる。ま
た、肥満により吸入麻酔薬を肺へ吸気させにくく
なり、術中の麻酔管理だけでなく、覚醒にも重大な

影響を及ぼす。病態を把握できない状況での輸液
の過剰投与により、血管透過性が亢進している
ケースでは浮腫を増大させる可能性があり、凝固
因子が不足している場合には体液の希釈により凝
固因子がさらに枯渇し、出血リスクが高まること
が報告されている。したがって、呼吸循環系の検査

（血液検査・心電図検査・心エコー検査・内視鏡検
査・血液ガス分析）をもれなく実施することが望ま
しい。しかし、術前検査は患畜の状態を五感により
監視することから開始されるため、各検査結果の
示す意味、正常状態ならびに”危険な”状態の理解
が非常に重要である。ここで注意すべきことは、手
術部位箇所とは異なる臓器に死亡リスクが潜んで
いることである。ASAスコアが高い症例ではもち
ろん、健康と評価した症例についても術中および
術後には各診療施設で使用できる麻酔モニタリン
グ装置を用いて連続的に監視することが不可欠で
ある。
　ヒトと同様、イヌ・ネコの臨床領域においても、
術中の循環抑制に対する麻酔管理法としてバラン
ス麻酔は主流であり、その傾向は今も不変である。
麻酔管理には意識消失・筋弛緩・鎮痛の3要素を満
たす必要があるが、患畜の病態に応じた麻酔薬の
投与は、手術による体動、循環機能に悪影響を及ぼ
す内分泌反応などの有害反射を抑制する。一昔前
までは、吸入麻酔薬単独での麻酔管理の方が患畜
の状態を把握しやすいため、病態が不明瞭になる
バランス麻酔の実施は推奨されないとも言われて
いた。しかし、麻酔薬の投与や手術侵襲は患畜に複
雑かつ様々な負の作用を患畜に与えるため、近年
においては、安全な麻酔管理の実現には患畜の状
態に適合する薬物の投与が不可欠ということが麻
酔医間の共通認識である。当然ではあるが、麻酔医
は使用する薬物の特性および副作用の教科書レベ
ルでの理解だけでなく、最新知見の収集を怠って
はならない。
　講演した獣医師らはイヌ・ネコの二次診療施設
で診療に従事しており、ウマ臨床現場とは麻酔を
実施する患畜の病態が大きく異なるものの、さら
に安全な麻酔管理の実現にとって勉強となった点
が数多くあった。新しい麻酔モニタリング装置あ
るいは麻酔薬が登場した場合には、その効果検証

も実施すべきと思われるが、良好な予後をもたら
す麻酔管理の実現には、診療施設全体で既に臨床
応用している機器・薬物の理解を一層深め、患畜の

状態に合わせた対処を絶え間なく実施することが
最も重要であると感じた。

（徳重裕貴）
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第15回日本消化管学会総会学術集会

　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)

　第32回日本軟骨代謝学会は、2019年3月1日・2
日に千里ライフサイエンスセンター（大阪府）にて
開催された。本学会は軟骨疾患のメカニズムの解
明、その治療法の開発、さらには再生医療に関する
最新の情報を交換・発信する場となっており、多く
の整形外科医が活発な議論を繰り広げていた。演
題の多くはヒトの軟骨損傷疾患の大部分を占める
膝の関節軟骨を対象にしており、近年臨床応用が
承認された自家培養軟骨組織を用いた膝軟骨損傷
に対する治療成績などが幅広く発表されていた。
ウマにおいても関節軟骨の損傷は関節炎の要因に
なることが報告されており、本学会を通してウマ
の臨床応用につながる知見を多く得ることができ
た。以下に、ウマの研究に応用できる可能性がある
二つの演題に関して、その概要を報告する。

○活性型ビタミンD3誘導体（エルデカルシトー
ル）の転写因子Ergを介した関節軟骨変性予防効果

大田陽一（大阪府立大学）
　代謝型ビタミンDの１つである血中25(OH)Dの
低値と変形性関節症の進行について、関連性が報
告されている。しかし、ビタミンDによるシグナル
が関節軟骨に与える影響やそのメカニズムは明ら
かになっていない。演者らはこれらの解明を目的
として、活性型ビタミンD3誘導体であるエルデカ
ルシトールが関節軟骨変性および関節軟骨細胞分
化に及ぼす影響を検討した。
　方法は、8週齢オス野生型マウス(C57BL/6NCrSlc)
の右膝関節に内側不安定型変形性関節症(OA)モデ
ルを作製し、左膝関節にはsham手術を施行した。
術後１週間おきに両膝にEldecalcitol(Eld,0.5 μ
g/mL)を投与した群をEld投与群、両膝に生理食塩
水を投与した群をEld非投与群としてコントロー
ルとした（手術の有無と薬剤投与の有無により合

計4群）。術後4週、12週に組織学的評価、および抗
Ets-related-gene（Erg）抗体(筆者注：Ergは軟骨の分
化機能維持に関与する転写因子)を用いた免疫組
織学的評価を行い、コントロール群と比較検討し
た。また、先ほどの実験とは別のマウスの関節軟骨
から軟骨細胞を採取・培養後、培養細胞にEld (10－8M)
を添加し、RNAを回収した。Eld非添加群をコント
ロールとしてErgの発現量をリアルタイムRT-PCR
法で比較検討した。
　その結果、OAモデルを作製した膝において、Eld
投与群ではコントロール群と比較して組織学的ス
コアが術後4週で有意に低く、OAの重症度が低
かった。しかしながら、術後12週では両群ともに
OAが進行し、両群間で有意な差を認めなかった。
また、免疫組織学的評価では、OA誘導Eld非投与群
はsham手術Eld非投与群に比べて関節軟骨におけ
るErgの発現が増加することが明らかとなった。さ
らにOA誘導Eld投与群では、OA誘導Eld非投与群よ
りもErg発現効果が増強した。リアルタイム
RT-PCR法の結果、Eld添加群では非添加群と比較
して、関節軟骨細胞でのErgの有意な発現上昇を認
めた。
　以上の結果より、マウスOAモデルにおいてEld
の局所関節内投与は早期の関節軟骨変性の進行を
遅延させることが判明した。そのメカニズムとし
て、関節軟骨における転写因子Ergの発現が増強す
ることが考えられた。
　本研究で用いたモデルマウスは、重度の変形性
関節症を発症するモデルマウスとして知られてい
る。そのため、術後12週では症状が重度になりエ
ルデカルシトールの効果が観察されなかったもの
の、軽度の症状に対しては効果が期待できる可能
性がある。ウマの関節炎治療薬はヒアルロン酸や
ペントサンなどが中心であるが、軽度の関節炎に

対してはビタミンD製剤の併用などによって、よ
り高い関節炎治療効果が得られるかもしれない。

○膝前十字靭帯再建術前後における血清中の軟骨
代謝マーカーの有用性
～MRI T2 mappingとの検討～

西田洋平（大阪市立大学）
　変形性膝関節症（OA）の診断には通常単純X線な
どの画像診断法が用いられているが、画像診断か
ら得られる所見は関節変性の結果を反映している
ものであり、膝関節痛を発症した段階の早期OA患
者ではX線上の変化がなく、診断が困難である。一
方、軟骨代謝マーカーであるcartilage oligomeric 
matrix protein（COMP）は軟骨損傷に伴って血清
中濃度が上昇することが知られており、これを用
いることにより単純X線では検知できない早期OA
の検出が期待されている。そこで、演者らは膝前十
字靭帯(ACL)損傷患者を対象に血清COMP を計測
し、MRI T2 mappingを用いた軟骨の質的評価との
関連について検討した（筆者注：T2 mapping値は
軟骨変性が起きると延長することが知られ、軟骨
損傷の指標となる）。
　解析対象の患者は2012年から2016年の間に
ACL再建術を施行された者のうち、手術待機期間
が1年以内かつ術前に血清COMP値を計測できた
66例とした。手術時平均年齢は23.3才(13歳～55
歳)、男性27例・女性39例、手術待機期間は平均
3.7ヶ月(1～11ヶ月)であった。評価項目は手術時
年齢、術前の運動レベル(Tegner Activity Scale)、術
前・術後1年の血清MMP-3値（関節炎が重度になる
ほど高値）、術前の膝関節の動揺度、術前単純X線

の膝OAスコア（高値であるほど重症）、術前・術後1
年の膝関節軟骨MRI T2 mappingの結果とした。そ
れぞれ評価項目について術前COMP値との相関を
検討した。
　その結果、術前のCOMP値と正の相関を認めた
評価項目は術前単純X線の膝OAスコア、術前の脛
骨内側関節面のT2値、術後1年の大腿骨内顆のT2
値、術前のMMP-3値であった(それぞれ相関係数
0.44、0.32、0.31、0.34)。
　本研究では、術前の血清COMP値が単純X線の膝
OAスコアおよび術前の脛骨内側関節面のT2値の
間で正の相関を示したことから、血清COMP値が
変形性関節症評価の指標となることが示唆され
た。さらに術前の血清COMP値が術後1年の大腿骨
内顆のT2値との間で正の相関を示したことから、
症例の追跡期間が短いというリミテーションがあ
るものの、前十字靭帯再建術後に起こりうる変形
性関節症評価の推定に血清COMP値が使用できる
可能性が示唆された。また、術前の血清COMP値と
術前のMMP-3との正の相関は早期OA時の関節炎
を反映していると考えられた。
　競走馬にいても関節炎の診断は臨床所見と画像
診断を基に行うことが多く、感度・特異度が高い血
清中のバイオマーカーを用いることが可能になれ
ば関節炎の早期診断や治療効果の判定を行いやす
い。ウマにおける関節液中のCOMPを測定した研
究報告はいくつかあるものの、軟骨の質的評価と
の関連性を報告したものはない。そのため、本研究
のような手法を用いることより軟骨評価に有用な
バイオマーカーを探索できる可能性がある。

（三田宇宙）
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

第88回寄生虫学会

　平成30年3月15日～16日に長崎大学で開催さ
れた第88回寄生虫学会に参加したので、印象的な

演題について、紹介します。

○Cas-9 ヌクレアーゼ発現熱帯熱マラリア原虫を
用いた新規ゲノム編集法の確立

西　翔ら (東京医科歯科大学) 
　CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats / CRISPR associated 
protein9) は、ゲノムDNAを切断する酵素 “Cas9” 
とゲノム上の標的領域を認識するRNA分子 
“single guide RNA (sgRNA)” を使用し、遺伝子を改
変する技術である。すなわち、本法では、DNA の切
断部位が修復される際に生じる偶発的な塩基の欠
損・挿入によって、人為的に遺伝子の欠損を誘導す
る。さらに、切断部位と相同的な配列を持つドナー 
DNA と呼ばれる DNA を用いることで、任意の遺
伝子を切断部位に導入することが可能である。
2013年に報告されたCRISPR/Cas9は、標的遺伝子
の設定が容易であることから、培養細胞ばかりで
はなく、細菌、原虫、ゼブラフィッシュなど様々な
生物種のゲノム編集に利用されている。
　熱帯熱マラリア原虫の遺伝子操作は、原虫の寄
生・感染機構の解析において非常に重要な実験手
法であり、薬剤耐性遺伝子やワクチン開発に有用
である。従来、マラリア原虫の遺伝子組換えには薬
剤耐性カセットを用いた相同組換えが用いられて
きたが、組換え効率などが低いなどの問題があっ
た。近年、マラリア原虫の遺伝子操作にも  
CRISPER/Cas9が応用され、薬剤耐性遺伝子を持た
ない原虫を容易に作出できるようになった。しか
し、Cas9と sgRNA のそれぞれを組込んだ 2 つの
ベクターをマラリア原虫に同時に導入する必要が
あるため、遺伝子の組換え効率は高くない。また、
相同組換えに必要なドナー DNA の配列がベク
ターに含まれているため、標的遺伝子座に予期せ
ぬ組換えを起こすことが知られている。そこで、演
者らはマラリアのゲノムに cas9 遺伝子を組込む
ことにより、Cas9 を恒常的に発現する熱帯熱マラ
リア原虫 (Pf-Cas9) を作製し、これを利用した新
たな熱帯熱マラリア原虫のゲノム編集方法を開発
した。この Pf-Cas9 原虫にsgRNA発現ベクターと
直鎖状のドナーDNAを導入することで、遺伝子組
換え原虫を 3 週間以内に得ることが可能となっ
た。また、得られた原虫全てで標的遺伝子座におけ
る遺伝子組換えが確認され、野生型の残存や予期

せぬ遺伝子組換え原虫は検出されなかった。
　薬剤耐性マラリア原虫の世界的な分布拡大は、
現在のマラリア対策の最重要課題である。しかし、
耐性マラリア株の人為的作出は容易ではなく、多
くの場合には流行地域で自然発生した原虫を分離
することで得られてきた。CRISPER/Cas9 を用い
る本法により、様々な薬剤耐性原虫を作出するこ
とが可能となり、より詳細な耐性機序の解析が容
易になると考えられる。また、バベシアなどの他の
原虫への応用も可能であることから、原虫学の発
展に大いに寄与する手法であると考えられる。

○バイオイメージングによる Trypanosoma cruzi 
感染マウスにおける原虫動態検出

番場みのりら (群馬大学)
　Chagas 病は、Trypanosoma cruzi によって引き
起こされる感染症であり、ラテンアメリカやカリ
ブ諸島で見られる昆虫媒介性感染症である。流行
地であるラテンアメリカでは、 500~600 万人が
感染していると推定されている。急性期には、感染
者の血液中に多数の原虫が認められるものの、多
くの感染者は無症状ないしは発熱や頭痛などの臨
床症状を示す程度である。慢性期には、原虫は心臓
や消化管の筋組織に寄生している。そのため、慢性
患者の30% は心疾患、10%  は消化器系疾患 (多く
の場合、食道や結腸の巨大化) を呈す。しかし、本原
虫の生態は未だ不明な点が多く、慢性期の原虫の
動態と疾病との因果関係は未だ明らかにされてい
ない。そこで、演者らは、ルシフェラーゼ反応を用
いたバイオイメジングによって、マウス体内にお
ける原虫の動態をリアルタイムで検索する方法の
確立を試みた。はじめに、T. cruzi (Tulahuen 株) の 
epimastugote に、ルシフェラーゼ遺伝子を組み込
んだプラスミドを導入した後、G418 を用いて薬
剤選択を行なった。さらに、株化したルシフェラー
ゼ発現 T. cruzi epimastigoteを Grace 昆虫培地で
培養し、trypomastugote に形態変化させ、得られ
た rypomastigote をマウス （C57BL/6、SCIDなら
びに ICR） に接種した。感染後、D-luciferin をマウ
スに投与 (150 mg/kg、腹腔内投与) し、バイオイ
メージングによりマウス体内の原虫を検出した。
また、in vivo で原虫を検出したマウスを解剖し、ex 

vivo での発光を測定した。その結果、ICR マウスで
は、1.8x104 parasites を感染させた場合、接種3日
後に in vivo で腹部に蛍光を検出した。さらに、感
染5日後に ex vivo で腸管膜から蛍光を検出した。
本研究に用いたT. cruzi (Tulahuen 株)は、慢性期に
消化管の巨大化を引き起こすことが知られてい
る。感染実験において、原虫が腸管膜に寄生し、増
殖していることが確認された。このことは、本原虫
の病態と増殖部位が関連していることが示唆され

た。
　原虫の病原性を解析する上で、寄生部位や増殖
部位を明らかにすることは非常に重要である。本
演題では、ルシフェラーゼを用いて生体内に寄生
する原虫を可視化する方法が報告された。
Trypanosoma 属原虫にとどまらず、バベシアなど
の原虫感染症の解析に有用なツールであると考え
られる。

（越智章仁）

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　平成30年3月15日～16日に長崎大学で開催さ
れた第88回寄生虫学会に参加したので、印象的な

演題について、紹介します。

○Cas-9 ヌクレアーゼ発現熱帯熱マラリア原虫を
用いた新規ゲノム編集法の確立

西　翔ら (東京医科歯科大学) 
　CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats / CRISPR associated 
protein9) は、ゲノムDNAを切断する酵素 “Cas9” 
とゲノム上の標的領域を認識するRNA分子 
“single guide RNA (sgRNA)” を使用し、遺伝子を改
変する技術である。すなわち、本法では、DNA の切
断部位が修復される際に生じる偶発的な塩基の欠
損・挿入によって、人為的に遺伝子の欠損を誘導す
る。さらに、切断部位と相同的な配列を持つドナー 
DNA と呼ばれる DNA を用いることで、任意の遺
伝子を切断部位に導入することが可能である。
2013年に報告されたCRISPR/Cas9は、標的遺伝子
の設定が容易であることから、培養細胞ばかりで
はなく、細菌、原虫、ゼブラフィッシュなど様々な
生物種のゲノム編集に利用されている。
　熱帯熱マラリア原虫の遺伝子操作は、原虫の寄
生・感染機構の解析において非常に重要な実験手
法であり、薬剤耐性遺伝子やワクチン開発に有用
である。従来、マラリア原虫の遺伝子組換えには薬
剤耐性カセットを用いた相同組換えが用いられて
きたが、組換え効率などが低いなどの問題があっ
た。近年、マラリア原虫の遺伝子操作にも  
CRISPER/Cas9が応用され、薬剤耐性遺伝子を持た
ない原虫を容易に作出できるようになった。しか
し、Cas9と sgRNA のそれぞれを組込んだ 2 つの
ベクターをマラリア原虫に同時に導入する必要が
あるため、遺伝子の組換え効率は高くない。また、
相同組換えに必要なドナー DNA の配列がベク
ターに含まれているため、標的遺伝子座に予期せ
ぬ組換えを起こすことが知られている。そこで、演
者らはマラリアのゲノムに cas9 遺伝子を組込む
ことにより、Cas9 を恒常的に発現する熱帯熱マラ
リア原虫 (Pf-Cas9) を作製し、これを利用した新
たな熱帯熱マラリア原虫のゲノム編集方法を開発
した。この Pf-Cas9 原虫にsgRNA発現ベクターと
直鎖状のドナーDNAを導入することで、遺伝子組
換え原虫を 3 週間以内に得ることが可能となっ
た。また、得られた原虫全てで標的遺伝子座におけ
る遺伝子組換えが確認され、野生型の残存や予期

せぬ遺伝子組換え原虫は検出されなかった。
　薬剤耐性マラリア原虫の世界的な分布拡大は、
現在のマラリア対策の最重要課題である。しかし、
耐性マラリア株の人為的作出は容易ではなく、多
くの場合には流行地域で自然発生した原虫を分離
することで得られてきた。CRISPER/Cas9 を用い
る本法により、様々な薬剤耐性原虫を作出するこ
とが可能となり、より詳細な耐性機序の解析が容
易になると考えられる。また、バベシアなどの他の
原虫への応用も可能であることから、原虫学の発
展に大いに寄与する手法であると考えられる。

○バイオイメージングによる Trypanosoma cruzi 
感染マウスにおける原虫動態検出

番場みのりら (群馬大学)
　Chagas 病は、Trypanosoma cruzi によって引き
起こされる感染症であり、ラテンアメリカやカリ
ブ諸島で見られる昆虫媒介性感染症である。流行
地であるラテンアメリカでは、 500~600 万人が
感染していると推定されている。急性期には、感染
者の血液中に多数の原虫が認められるものの、多
くの感染者は無症状ないしは発熱や頭痛などの臨
床症状を示す程度である。慢性期には、原虫は心臓
や消化管の筋組織に寄生している。そのため、慢性
患者の30% は心疾患、10%  は消化器系疾患 (多く
の場合、食道や結腸の巨大化) を呈す。しかし、本原
虫の生態は未だ不明な点が多く、慢性期の原虫の
動態と疾病との因果関係は未だ明らかにされてい
ない。そこで、演者らは、ルシフェラーゼ反応を用
いたバイオイメジングによって、マウス体内にお
ける原虫の動態をリアルタイムで検索する方法の
確立を試みた。はじめに、T. cruzi (Tulahuen 株) の 
epimastugote に、ルシフェラーゼ遺伝子を組み込
んだプラスミドを導入した後、G418 を用いて薬
剤選択を行なった。さらに、株化したルシフェラー
ゼ発現 T. cruzi epimastigoteを Grace 昆虫培地で
培養し、trypomastugote に形態変化させ、得られ
た rypomastigote をマウス （C57BL/6、SCIDなら
びに ICR） に接種した。感染後、D-luciferin をマウ
スに投与 (150 mg/kg、腹腔内投与) し、バイオイ
メージングによりマウス体内の原虫を検出した。
また、in vivo で原虫を検出したマウスを解剖し、ex 

vivo での発光を測定した。その結果、ICR マウスで
は、1.8x104 parasites を感染させた場合、接種3日
後に in vivo で腹部に蛍光を検出した。さらに、感
染5日後に ex vivo で腸管膜から蛍光を検出した。
本研究に用いたT. cruzi (Tulahuen 株)は、慢性期に
消化管の巨大化を引き起こすことが知られてい
る。感染実験において、原虫が腸管膜に寄生し、増
殖していることが確認された。このことは、本原虫
の病態と増殖部位が関連していることが示唆され

た。
　原虫の病原性を解析する上で、寄生部位や増殖
部位を明らかにすることは非常に重要である。本
演題では、ルシフェラーゼを用いて生体内に寄生
する原虫を可視化する方法が報告された。
Trypanosoma 属原虫にとどまらず、バベシアなど
の原虫感染症の解析に有用なツールであると考え
られる。

（越智章仁）

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　平成30年3月15日～16日に長崎大学で開催さ
れた第88回寄生虫学会に参加したので、印象的な

演題について、紹介します。

第18回日本再生医療学会総会

　第18回日本再生医療学会総会は、「再生医療発
祥の地よりのメッセージ」をテーマに、兵庫県の神
戸国際会議場で平成31年3月21日から23日まで
開催された。本学会は再生医療に関する基礎研究
のみならず臨床応用、産業応用に対する課題を網
羅的に取り扱っており、日本における再生医療分
野に関する学術集会として最大規模である。
　特に今年の本学会では、テーマの他に「再生医療
により患者を救う」というメッセージが示されて
おり、近年の再生医療の進歩によって、基礎分野か
ら脱却し、実臨床において応用されていることを
強く意識した内容になっていた。他にも、日本全体
における再生医療の実現に向けた「学術、産業、行
政、経済の連携」のシンポジウムや、若手研究者の
教育を目的とした中学生や高校生が参加できる
セッションが開催され、持続的に発展できるよう
に学会として取り組んでいることが強調されてい
た。
　以下に本学会の概要を報告する。

　本年の日本再生医療学会では以下のシンポジウ
ムでの講演を依頼され、発表した。

SY-15　「因幡の白うさぎに聞く、人と動物にみら
れる同じ疾患 ―再生医療で治す、人から動物へ、
動物から人へ― 」
座長：稲葉俊夫（大阪府立大学大学院生命環境科学

研究科　先端病態解析学領域） 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

SY-15-1 猫の三頭に一頭は腎臓病 - 脱細胞化骨格
を利用した腎臓再生への挑戦 ‒ 

田島一樹（北里大学獣医学部　小動物第 2 
内科 / 慶應義塾大学医学部　外科学（一般・ 
消化器） 

SY-15-2 細胞治療の実用化に向けたセルトラスト
の取り組み 

牛草貴博（動物再生医療センター病院 / セ
ルトラスト・アニマル・セラピューティ クス
株式会社） 

SY-15-3 アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損
傷に対する幹細胞治療法 

笠嶋快周（JRA 日本中央競馬会　競走馬総合
研究所　企画調整室） 

SY-15-4 　One World One Health、人と動物にみ
られる同じ眼の病気、共に健やかに生きる 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

　以下に講演要旨を記載する。

○アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損傷に対
する幹細胞治療法

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　四足歩行動物であるウマにとって浅指屈筋腱は
弾性エネルギーの効率的な使用によって高速な走
行をもたらす運動器であり、二足歩行のヒトのア

キレス腱と同等の働きを担う。故に、過度な運動を
求められるアスリートにアキレス腱の損傷が多発
するように、競走馬というアスリート動物には浅
指屈筋腱に運動誘発性の損傷が多発する。
　競走馬の腱損傷は「調教」という日々繰り返され
る運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。損傷発症時の病態やそれに続く治癒過程はヒ
トのアキレス腱損傷と概ね同様であり、急性炎症
に続く肉芽形成、そして瘢痕組織への置換が腱組
織修復の顛末となる。よって、決して元の組織に復
さず、本来の組織強度を取り戻すことはない。この
ため、休養後の運動の再開に起因する再発症は後
を絶たたず、本症は競馬関係者から“不治の病”と
忌み嫌われてきた。本症は競走馬の生死を分かつ
疾病ではないが、治療のために長期間のリハビリ
テーションを余儀なくされ、重症例や再発例では
競走生活からの引退が選択される現実から、アス
リート生命を奪う疾病といえる。
　では本症にはどのような治療法が望ましいのだ
ろうか？腱損傷の治癒機転である瘢痕組織の存在
が腱組織の弾力性を減少させ、再発症のリスクを
高める原因の一つと考えられることから、瘢痕形
成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織として修
復・再生されることが期待できる治療法が望まし
いと考えられる。そのため、組織再生医療に世界中
のアスリート馬を担当する獣医師達の関心が寄せ
られてきた。ヒトほど法規制の厳しくない獣医療
では腱・靭帯損傷に対する幹細胞移植治療が10数
年前から実施され、多くの報告がなされている。こ
れらの報告は、近い将来、ヒトの軟部組織損傷に対
する幹細胞移植治療が望まれる時にはマウスや
ラットのような実験小動物では得られない有益な
情報となる。
　本講演では、競走馬に多発する腱損傷の臨床的
背景や病態、それに対する幹細胞移植治療の臨床
応用を実現し、直面した課題や治療効果を増強さ
せるためにJRAが取り組んでいる研究について紹
介したい。

（笠嶋快周）

○上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎の難治症例に対
するエコーガイド下多血小板血漿（PRP）治療

白田智彦ら（日本大学）
　ヒトの上腕骨外側上顆炎（テニス肘）、および内
側上顆炎（ゴルフ肘）は、中高年のスポーツ愛好家
に多い整形外科疾患で、病態は肘における筋腱付
着部の変性および慢性炎症である。通常はステロ
イドの局所投与や保存療法が適用されるが、前者
は長期継続による副作用の可能性があり、後者は
治療応答が良くないケースが散見されることか
ら、新しい治療法が求められている。本研究では
６ヶ月間保存療法を行い症状改善が見られなかっ
た症例に対し、エコーガイド下で多血小板血漿

（PRP）を投与した結果の報告であった。
　エコー検査にて腱付着部のパワードップラー陽
性所見が確認された疼痛部位に、PRPの多点単回
投与を行った。治療成績としてVAS、QuickDASH 
Score（注：いずれも患者の主観による疼痛スコア）
を記録し、疼痛と機能改善を確認した。
　外側上顆炎は10例が対象で、投与されたPRPの
血小板濃縮率は平均13.5倍であった。投与前と投
与各月後（Pre-Post 1M-3M-6M-9M-12M）で、VAS
は78-31-15-5-2-0、投与後6ヶ月でのVAS改善率は
94.4%であり、QuickDASHは67-23-16-9-8-0と改
善した。内側上顆炎は6例が対象で、血小板濃縮率
は平均14.2倍、VASは96-37-24-15-10-0、投与後
6ヶ月でのVAS改善率は81.5%であり、QuickDASH
は69-40-26-15-11-0と改善した。いずれも有害事
象はなかった。
　ヒト臨床におけるPRP投与の評価は、対照群（針
のみ刺入、または生理食塩水の投与）の設定が難し
いことや患者におけるプラセボ効果の影響が大き
いことから非常に難しい。本研究に関しても、6ヶ
月良化を見なかった患者にPRP投与を行った結
果、3ヶ月後にはパワードップラーにより血流増
加が確認され6ヶ月後には疼痛が大きく軽減され
ていたが、座長やフロアからはこれらの変化が腱
の再生を示すものではなく単なる炎症の再惹起

（しかも、針刺入刺激による惹起）による可能性を
指摘されていた。我々は以前、健常なウマの筋肉に
対するPRP投与が筋肉に及ぼす影響を遺伝子レベ
ルで検討したが、針刺入刺激による影響と大きく
変わらなかったという結果を得ている。よって今
回の結果がPRPによってもたらされたのかどうか

の判断は難しい。また本研究において投与された
PRPの血小板濃度は通常投与される濃度に比べて
3～4倍と非常に高く、白血球を多く含むもので
あった。血小板や白血球濃度の過度の濃縮は、高濃
度のサイトカインによる線維症リスクやMMPに
よる組織損傷リスクが懸念されている。ヒト臨床
では困難だと思われるが、投与部位における病理
学的評価についてのさらなる調査が待たれる。

○変形性膝関節症に対する多血小板血漿関節内投
与の短期臨床成績には関節軟骨の損傷程度が関連
する

羽田晋之介ら（順天堂大学）
　ヒトの変形性膝関節症（膝OA）は関節軟骨の変
性を伴い、一度罹患すると完全に治癒することは
困難な疾患として知られている。軟骨は一度変性
すると元の硝子軟骨が再生することはないため、
治療のための消炎鎮痛剤投与や体重の減量による
疼痛管理が主に行われている。近年ではPRPを関
節内投与することで症状が改善し、軟骨再生が促
されたという報告が散見されるようになり注目さ
れている。演者らは多くの膝OA患者に積極的に
PRPの関節内投与を行っており、その治療成績と
関連するような形態学的因子を明らかにするため
に統計学的解析を行った。
　白血球の少ないPRPを作製し、単回関節内投与
を行った早期～末期膝OA患者16名において、短期

（平均27.1日）の症状改善率をKnee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score（KOOS）を用いて算
出し、治療前のMRI評価：Whole  organ  MRI  
s c o r i n g（WORM S）との関連を解析した。
KOOS-Total（T）の平均は治療前：69.4、治療後：
53.9、平均改善率は20.3%であった。項目別の改善
率はKOOS-Symptom（S）：41.4%、Pain（P）：20.9%、
Activity（A）：7.1%、Sports（SP）：32.3%、Quality of 
life（Q）：126.8%であった。KOOS-Tの改善率と
WORMSの関連は、軟骨（r=-0.47、p=0.078）、骨棘

（r=-0.34、p=0.21）、半月板（r=-0.19、p=0.51）、Bone 
Marrow Les ion（r=-0 .30、p=0 .29）、骨嚢胞

（r=-0.27、p=0.34）、軟骨下骨陥凹（r=-0.30、
p=0.28）と、いずれの項目も軽症であるほど症状
改善率が高い傾向があったものの、有意ではな

かった。関節内を脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節
（PFJ）に分けた場合、PFJの軟骨損傷の重症度と
KOOS-T（r=-0.54、p=0.03）、-S（r=-0.57、p=0.03）の
改善率が逆相関を示した。これにより、膝OA患者
に対するPRPの短期症状改善効果はPFJの軟骨摩
耗が少ないほど大きかった。
　この結果に演者らは、軟骨損傷の大きいOAで
は、PRPの治療効果対象となるような軟骨基質が
少ないからなのではないかと考察した。これによ
りPRPによる軟骨再生効果には限界があるように
感じられた。ウマにおいて多く発症する腕節の骨
折のほとんどは離断性骨軟骨症であり、軟骨損傷
グレードが低い軽症例が多い。ヒトでの報告が真
ならば、ウマにおいてもPRP腕節内投与は一定の
消炎鎮痛効果を期待することができる。しかし、フ
ロアでのディスカッションによると、演者らは滑
膜炎を全く評価していない。滑膜炎に対するPRP
投与の影響に関する調査が今後必要であると考え
られた。

（福田健太郎）

○バイオ3Dプリンタを用いて創出するスキャ
フォールドフリーの靭帯組織体に関する研究

村田大紀ら(佐賀大学)
　演者らは、3Dプリンタを用いて各疾患に応じた
適切な形状の幹細胞集団を作製し、再生医療に応
用することに取り組んでいる。本研究は靱帯組織
の再生を目標とした内容である。
　発生頻度が非常に高い整形外科疾患の1つであ
る靭帯断裂に対して、in vitroで作製した靭帯様構
造体を移植する方法が実験的に試されている。し
かし、演者らによると、靭帯様構造体には人工足場
が用いられており、そこには多くの課題が存在す
るとのことであった。そこで演者らは、バイオ3D
プリンタを用いて、細胞だけの未分化な細胞構造
体を作製し、靭帯へと分化誘導し、靭帯組織体を作
出して、新たな靭帯再建技術の開発を目指してい
る。
　本研究によって、演者らは、ヒト脂肪由来幹細胞
(hADSCs)  のみを用いて、バイオ3Dプリンタ
(Regenova®) によりシート状の細胞構造体を作製
した後、自動伸展装置(STB-1400) を用いて構造体

に伸展刺激（進展率、4[%] : 伸展数、1 [Hz] : 伸展時
間、1 [hour/day] : 伸展日数、7[days]) を加えるこ
とによって、細胞および細胞外基質をその牽引方
向へと再配列する手法を確立させた。また、演者ら
はhADSCsおよびヒト皮膚由来線維芽細胞を用い
て、それらの細胞数を1:1の割合で混合して細胞凝
集塊を作製した後に、バイオ3Dプリンタにより
チューブ状の細胞構造体を作製したことも報告し
た。
　演者らは、本研究から得られた成績を基礎とし
て、靭帯組織体の作出に成功することができれば、
人工足場の問題を一斉に解決することができ、既
存研究に比べて優位性のある、新たな医療技術の
開発に貢献することができると考えている。
　幹細胞を3次元的に構築することによって、幹
細胞そのものの質が向上することが報告されてい
る。また、本研究のように、各疾病の治療に適した
形状の幹細胞集団を作製し、先にある程度分化さ
せることによって、失われた組織の代替機能の役
割を担わせて治療を促進する手法も多く報告され
ており、関節損傷時における軟骨欠損部の形状に
合わせた幹細胞集合体を作製し、型にはめるよう
に幹細胞を移植する手法もヒト医療では報告され
ている。こうした技術の中でも、特に3Dプリンタ
を用いた幹細胞組織の作製方法は、工業技術の発
展に伴い、近年急速に再生医療に導入されており、
オーダーメイド型の治療につながる技術として非
常に大きな注目を集めている。
　これまでにも幹細胞を腱や靱帯に分化させよう
とする取り組みはあったが、それらは個々の細胞
レベルにおける報告であった。本研究のように、作
製した細胞組織体がそのまま靱帯組織になるので
あれば、演者らが示したように、靱帯損傷に対する
新たな治療法として期待できるであろう。また、細
胞組織体が靱帯組織に分化する様子を基礎的に研
究することによって、これまで不明であった腱や
靱帯の再生機構が明らかになることが期待され
る。今後の見通しについて演者に質問したところ、
現在は基礎的な段階であり、まだまだ実施すべき
ことがあるということであった。

○3 次元細胞培養足場としてのゼラチンハイドロ

ゲル不織布の有用性
早乙女俊樹ら（日本毛織株式会社）

　演者らは、我々と同様に、京都大学が提供してい
るゼラチンハイドロゲルを加工して再生医療に応
用することを検討している。我々は球状のゼラチ
ンハイドロゲルを用いているが、演者らはシート
状の新たな素材を作製することに取り組んでい
る。
　ゼラチンハイドロゲルは生体適合性に優れ、水
相を介した栄養酸素透過が期待できる素材である
が、演者らによると3次元スポンジ足場として利
用するだけでは、力学物性が乏しく、培養中に孔構
造を維持できない課題があるとのことであった。
そこで、演者らはゼラチン水溶液を高圧空気でブ
ローすることで繊維化した後、脱水熱架橋して得
られるゼラチン不織布を新たに作製し、その特性
を調査した。
　その結果、ゼラチン不織布は繊維交点が接着し
た構造をもち、膨潤状態でも優れた変形回復性を
示した。また、骨髄由来ヒト間葉系幹細胞を3次元
ゼラチン不織布内に播種し、スピナーフラスコを
用いて撹拌培養したところ、ゼラチンの消失とと
もに、不織布内で細胞が増殖し、直径1mm以上の
細胞疑集体を得ることに成功した。この細胞凝集
体をHE染色、アポトーシス細胞を染色するTUNEL
染色および低酸素状態の細胞を染色するHIF-1a免
疫染色を実施したところ、凝集体表面から深さ
600-800μmの領域においても、TUNEL陰性およ
びHIF-1a陰性細胞が多く存在していた。
　これらの結果は、ゼラチン不織布内部において
細胞が良好に増殖し、その細胞凝集体内部であっ
てもアポトーシスは抑制され、酸素状態も良好で
あったことを示唆するため、演者らはゼラチン不
織布が細胞の3次元培養に優れた足場であると考
えている。
　ゼラチンハイドロゲルは体内で分解されるた
め、体内に移植する細胞の足場素材として、また、
薬液成分を浸透・膨潤させた後に体内に移植する
ことによって、局所的なドラッグデリバリーをさ
せることができる素材として注目されており、こ
れまでにも様々な形状のゼラチンハイドロゲルが
開発されてきた。本研究のように、不織布として使

用することができれば、大きさや形状を自由自在
に作製することが可能となるため、新たな分野に
おいて使用されることが期待される。
　その一方、幹細胞の培養方法が従来法とは異な
るため、すぐに導入することは難しいことが予想
され、普及に向けては課題があるように感じた。

　ヒト幹細胞とゼラチンハイドロゲルを組み合わ
せた多数の研究結果およびこれまでに報告した
我々の研究結果から、ウマ幹細胞とゼラチンハイ
ドロゲルの組み合わせも良好であると推測される
ため、今後のさらなる研究発展を期待したい。

(田村周久)

○Cas-9 ヌクレアーゼ発現熱帯熱マラリア原虫を
用いた新規ゲノム編集法の確立

西　翔ら (東京医科歯科大学) 
　CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats / CRISPR associated 
protein9) は、ゲノムDNAを切断する酵素 “Cas9” 
とゲノム上の標的領域を認識するRNA分子 
“single guide RNA (sgRNA)” を使用し、遺伝子を改
変する技術である。すなわち、本法では、DNA の切
断部位が修復される際に生じる偶発的な塩基の欠
損・挿入によって、人為的に遺伝子の欠損を誘導す
る。さらに、切断部位と相同的な配列を持つドナー 
DNA と呼ばれる DNA を用いることで、任意の遺
伝子を切断部位に導入することが可能である。
2013年に報告されたCRISPR/Cas9は、標的遺伝子
の設定が容易であることから、培養細胞ばかりで
はなく、細菌、原虫、ゼブラフィッシュなど様々な
生物種のゲノム編集に利用されている。
　熱帯熱マラリア原虫の遺伝子操作は、原虫の寄
生・感染機構の解析において非常に重要な実験手
法であり、薬剤耐性遺伝子やワクチン開発に有用
である。従来、マラリア原虫の遺伝子組換えには薬
剤耐性カセットを用いた相同組換えが用いられて
きたが、組換え効率などが低いなどの問題があっ
た。近年、マラリア原虫の遺伝子操作にも  
CRISPER/Cas9が応用され、薬剤耐性遺伝子を持た
ない原虫を容易に作出できるようになった。しか
し、Cas9と sgRNA のそれぞれを組込んだ 2 つの
ベクターをマラリア原虫に同時に導入する必要が
あるため、遺伝子の組換え効率は高くない。また、
相同組換えに必要なドナー DNA の配列がベク
ターに含まれているため、標的遺伝子座に予期せ
ぬ組換えを起こすことが知られている。そこで、演
者らはマラリアのゲノムに cas9 遺伝子を組込む
ことにより、Cas9 を恒常的に発現する熱帯熱マラ
リア原虫 (Pf-Cas9) を作製し、これを利用した新
たな熱帯熱マラリア原虫のゲノム編集方法を開発
した。この Pf-Cas9 原虫にsgRNA発現ベクターと
直鎖状のドナーDNAを導入することで、遺伝子組
換え原虫を 3 週間以内に得ることが可能となっ
た。また、得られた原虫全てで標的遺伝子座におけ
る遺伝子組換えが確認され、野生型の残存や予期

せぬ遺伝子組換え原虫は検出されなかった。
　薬剤耐性マラリア原虫の世界的な分布拡大は、
現在のマラリア対策の最重要課題である。しかし、
耐性マラリア株の人為的作出は容易ではなく、多
くの場合には流行地域で自然発生した原虫を分離
することで得られてきた。CRISPER/Cas9 を用い
る本法により、様々な薬剤耐性原虫を作出するこ
とが可能となり、より詳細な耐性機序の解析が容
易になると考えられる。また、バベシアなどの他の
原虫への応用も可能であることから、原虫学の発
展に大いに寄与する手法であると考えられる。

○バイオイメージングによる Trypanosoma cruzi 
感染マウスにおける原虫動態検出

番場みのりら (群馬大学)
　Chagas 病は、Trypanosoma cruzi によって引き
起こされる感染症であり、ラテンアメリカやカリ
ブ諸島で見られる昆虫媒介性感染症である。流行
地であるラテンアメリカでは、 500~600 万人が
感染していると推定されている。急性期には、感染
者の血液中に多数の原虫が認められるものの、多
くの感染者は無症状ないしは発熱や頭痛などの臨
床症状を示す程度である。慢性期には、原虫は心臓
や消化管の筋組織に寄生している。そのため、慢性
患者の30% は心疾患、10%  は消化器系疾患 (多く
の場合、食道や結腸の巨大化) を呈す。しかし、本原
虫の生態は未だ不明な点が多く、慢性期の原虫の
動態と疾病との因果関係は未だ明らかにされてい
ない。そこで、演者らは、ルシフェラーゼ反応を用
いたバイオイメジングによって、マウス体内にお
ける原虫の動態をリアルタイムで検索する方法の
確立を試みた。はじめに、T. cruzi (Tulahuen 株) の 
epimastugote に、ルシフェラーゼ遺伝子を組み込
んだプラスミドを導入した後、G418 を用いて薬
剤選択を行なった。さらに、株化したルシフェラー
ゼ発現 T. cruzi epimastigoteを Grace 昆虫培地で
培養し、trypomastugote に形態変化させ、得られ
た rypomastigote をマウス （C57BL/6、SCIDなら
びに ICR） に接種した。感染後、D-luciferin をマウ
スに投与 (150 mg/kg、腹腔内投与) し、バイオイ
メージングによりマウス体内の原虫を検出した。
また、in vivo で原虫を検出したマウスを解剖し、ex 

vivo での発光を測定した。その結果、ICR マウスで
は、1.8x104 parasites を感染させた場合、接種3日
後に in vivo で腹部に蛍光を検出した。さらに、感
染5日後に ex vivo で腸管膜から蛍光を検出した。
本研究に用いたT. cruzi (Tulahuen 株)は、慢性期に
消化管の巨大化を引き起こすことが知られてい
る。感染実験において、原虫が腸管膜に寄生し、増
殖していることが確認された。このことは、本原虫
の病態と増殖部位が関連していることが示唆され

た。
　原虫の病原性を解析する上で、寄生部位や増殖
部位を明らかにすることは非常に重要である。本
演題では、ルシフェラーゼを用いて生体内に寄生
する原虫を可視化する方法が報告された。
Trypanosoma 属原虫にとどまらず、バベシアなど
の原虫感染症の解析に有用なツールであると考え
られる。

（越智章仁）

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　第18回日本再生医療学会総会は、「再生医療発
祥の地よりのメッセージ」をテーマに、兵庫県の神
戸国際会議場で平成31年3月21日から23日まで
開催された。本学会は再生医療に関する基礎研究
のみならず臨床応用、産業応用に対する課題を網
羅的に取り扱っており、日本における再生医療分
野に関する学術集会として最大規模である。
　特に今年の本学会では、テーマの他に「再生医療
により患者を救う」というメッセージが示されて
おり、近年の再生医療の進歩によって、基礎分野か
ら脱却し、実臨床において応用されていることを
強く意識した内容になっていた。他にも、日本全体
における再生医療の実現に向けた「学術、産業、行
政、経済の連携」のシンポジウムや、若手研究者の
教育を目的とした中学生や高校生が参加できる
セッションが開催され、持続的に発展できるよう
に学会として取り組んでいることが強調されてい
た。
　以下に本学会の概要を報告する。

　本年の日本再生医療学会では以下のシンポジウ
ムでの講演を依頼され、発表した。

SY-15　「因幡の白うさぎに聞く、人と動物にみら
れる同じ疾患 ―再生医療で治す、人から動物へ、
動物から人へ― 」
座長：稲葉俊夫（大阪府立大学大学院生命環境科学

研究科　先端病態解析学領域） 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

SY-15-1 猫の三頭に一頭は腎臓病 - 脱細胞化骨格
を利用した腎臓再生への挑戦 ‒ 

田島一樹（北里大学獣医学部　小動物第 2 
内科 / 慶應義塾大学医学部　外科学（一般・ 
消化器） 

SY-15-2 細胞治療の実用化に向けたセルトラスト
の取り組み 

牛草貴博（動物再生医療センター病院 / セ
ルトラスト・アニマル・セラピューティ クス
株式会社） 

SY-15-3 アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損
傷に対する幹細胞治療法 

笠嶋快周（JRA 日本中央競馬会　競走馬総合
研究所　企画調整室） 

SY-15-4 　One World One Health、人と動物にみ
られる同じ眼の病気、共に健やかに生きる 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

　以下に講演要旨を記載する。

○アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損傷に対
する幹細胞治療法

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　四足歩行動物であるウマにとって浅指屈筋腱は
弾性エネルギーの効率的な使用によって高速な走
行をもたらす運動器であり、二足歩行のヒトのア

キレス腱と同等の働きを担う。故に、過度な運動を
求められるアスリートにアキレス腱の損傷が多発
するように、競走馬というアスリート動物には浅
指屈筋腱に運動誘発性の損傷が多発する。
　競走馬の腱損傷は「調教」という日々繰り返され
る運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。損傷発症時の病態やそれに続く治癒過程はヒ
トのアキレス腱損傷と概ね同様であり、急性炎症
に続く肉芽形成、そして瘢痕組織への置換が腱組
織修復の顛末となる。よって、決して元の組織に復
さず、本来の組織強度を取り戻すことはない。この
ため、休養後の運動の再開に起因する再発症は後
を絶たたず、本症は競馬関係者から“不治の病”と
忌み嫌われてきた。本症は競走馬の生死を分かつ
疾病ではないが、治療のために長期間のリハビリ
テーションを余儀なくされ、重症例や再発例では
競走生活からの引退が選択される現実から、アス
リート生命を奪う疾病といえる。
　では本症にはどのような治療法が望ましいのだ
ろうか？腱損傷の治癒機転である瘢痕組織の存在
が腱組織の弾力性を減少させ、再発症のリスクを
高める原因の一つと考えられることから、瘢痕形
成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織として修
復・再生されることが期待できる治療法が望まし
いと考えられる。そのため、組織再生医療に世界中
のアスリート馬を担当する獣医師達の関心が寄せ
られてきた。ヒトほど法規制の厳しくない獣医療
では腱・靭帯損傷に対する幹細胞移植治療が10数
年前から実施され、多くの報告がなされている。こ
れらの報告は、近い将来、ヒトの軟部組織損傷に対
する幹細胞移植治療が望まれる時にはマウスや
ラットのような実験小動物では得られない有益な
情報となる。
　本講演では、競走馬に多発する腱損傷の臨床的
背景や病態、それに対する幹細胞移植治療の臨床
応用を実現し、直面した課題や治療効果を増強さ
せるためにJRAが取り組んでいる研究について紹
介したい。

（笠嶋快周）

○上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎の難治症例に対
するエコーガイド下多血小板血漿（PRP）治療

白田智彦ら（日本大学）
　ヒトの上腕骨外側上顆炎（テニス肘）、および内
側上顆炎（ゴルフ肘）は、中高年のスポーツ愛好家
に多い整形外科疾患で、病態は肘における筋腱付
着部の変性および慢性炎症である。通常はステロ
イドの局所投与や保存療法が適用されるが、前者
は長期継続による副作用の可能性があり、後者は
治療応答が良くないケースが散見されることか
ら、新しい治療法が求められている。本研究では
６ヶ月間保存療法を行い症状改善が見られなかっ
た症例に対し、エコーガイド下で多血小板血漿

（PRP）を投与した結果の報告であった。
　エコー検査にて腱付着部のパワードップラー陽
性所見が確認された疼痛部位に、PRPの多点単回
投与を行った。治療成績としてVAS、QuickDASH 
Score（注：いずれも患者の主観による疼痛スコア）
を記録し、疼痛と機能改善を確認した。
　外側上顆炎は10例が対象で、投与されたPRPの
血小板濃縮率は平均13.5倍であった。投与前と投
与各月後（Pre-Post 1M-3M-6M-9M-12M）で、VAS
は78-31-15-5-2-0、投与後6ヶ月でのVAS改善率は
94.4%であり、QuickDASHは67-23-16-9-8-0と改
善した。内側上顆炎は6例が対象で、血小板濃縮率
は平均14.2倍、VASは96-37-24-15-10-0、投与後
6ヶ月でのVAS改善率は81.5%であり、QuickDASH
は69-40-26-15-11-0と改善した。いずれも有害事
象はなかった。
　ヒト臨床におけるPRP投与の評価は、対照群（針
のみ刺入、または生理食塩水の投与）の設定が難し
いことや患者におけるプラセボ効果の影響が大き
いことから非常に難しい。本研究に関しても、6ヶ
月良化を見なかった患者にPRP投与を行った結
果、3ヶ月後にはパワードップラーにより血流増
加が確認され6ヶ月後には疼痛が大きく軽減され
ていたが、座長やフロアからはこれらの変化が腱
の再生を示すものではなく単なる炎症の再惹起

（しかも、針刺入刺激による惹起）による可能性を
指摘されていた。我々は以前、健常なウマの筋肉に
対するPRP投与が筋肉に及ぼす影響を遺伝子レベ
ルで検討したが、針刺入刺激による影響と大きく
変わらなかったという結果を得ている。よって今
回の結果がPRPによってもたらされたのかどうか

の判断は難しい。また本研究において投与された
PRPの血小板濃度は通常投与される濃度に比べて
3～4倍と非常に高く、白血球を多く含むもので
あった。血小板や白血球濃度の過度の濃縮は、高濃
度のサイトカインによる線維症リスクやMMPに
よる組織損傷リスクが懸念されている。ヒト臨床
では困難だと思われるが、投与部位における病理
学的評価についてのさらなる調査が待たれる。

○変形性膝関節症に対する多血小板血漿関節内投
与の短期臨床成績には関節軟骨の損傷程度が関連
する

羽田晋之介ら（順天堂大学）
　ヒトの変形性膝関節症（膝OA）は関節軟骨の変
性を伴い、一度罹患すると完全に治癒することは
困難な疾患として知られている。軟骨は一度変性
すると元の硝子軟骨が再生することはないため、
治療のための消炎鎮痛剤投与や体重の減量による
疼痛管理が主に行われている。近年ではPRPを関
節内投与することで症状が改善し、軟骨再生が促
されたという報告が散見されるようになり注目さ
れている。演者らは多くの膝OA患者に積極的に
PRPの関節内投与を行っており、その治療成績と
関連するような形態学的因子を明らかにするため
に統計学的解析を行った。
　白血球の少ないPRPを作製し、単回関節内投与
を行った早期～末期膝OA患者16名において、短期

（平均27.1日）の症状改善率をKnee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score（KOOS）を用いて算
出し、治療前のMRI評価：Whole  organ  MRI  
s c o r i n g（WORM S）との関連を解析した。
KOOS-Total（T）の平均は治療前：69.4、治療後：
53.9、平均改善率は20.3%であった。項目別の改善
率はKOOS-Symptom（S）：41.4%、Pain（P）：20.9%、
Activity（A）：7.1%、Sports（SP）：32.3%、Quality of 
life（Q）：126.8%であった。KOOS-Tの改善率と
WORMSの関連は、軟骨（r=-0.47、p=0.078）、骨棘

（r=-0.34、p=0.21）、半月板（r=-0.19、p=0.51）、Bone 
Marrow Les ion（r=-0 .30、p=0 .29）、骨嚢胞

（r=-0.27、p=0.34）、軟骨下骨陥凹（r=-0.30、
p=0.28）と、いずれの項目も軽症であるほど症状
改善率が高い傾向があったものの、有意ではな

かった。関節内を脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節
（PFJ）に分けた場合、PFJの軟骨損傷の重症度と
KOOS-T（r=-0.54、p=0.03）、-S（r=-0.57、p=0.03）の
改善率が逆相関を示した。これにより、膝OA患者
に対するPRPの短期症状改善効果はPFJの軟骨摩
耗が少ないほど大きかった。
　この結果に演者らは、軟骨損傷の大きいOAで
は、PRPの治療効果対象となるような軟骨基質が
少ないからなのではないかと考察した。これによ
りPRPによる軟骨再生効果には限界があるように
感じられた。ウマにおいて多く発症する腕節の骨
折のほとんどは離断性骨軟骨症であり、軟骨損傷
グレードが低い軽症例が多い。ヒトでの報告が真
ならば、ウマにおいてもPRP腕節内投与は一定の
消炎鎮痛効果を期待することができる。しかし、フ
ロアでのディスカッションによると、演者らは滑
膜炎を全く評価していない。滑膜炎に対するPRP
投与の影響に関する調査が今後必要であると考え
られた。

（福田健太郎）

○バイオ3Dプリンタを用いて創出するスキャ
フォールドフリーの靭帯組織体に関する研究

村田大紀ら(佐賀大学)
　演者らは、3Dプリンタを用いて各疾患に応じた
適切な形状の幹細胞集団を作製し、再生医療に応
用することに取り組んでいる。本研究は靱帯組織
の再生を目標とした内容である。
　発生頻度が非常に高い整形外科疾患の1つであ
る靭帯断裂に対して、in vitroで作製した靭帯様構
造体を移植する方法が実験的に試されている。し
かし、演者らによると、靭帯様構造体には人工足場
が用いられており、そこには多くの課題が存在す
るとのことであった。そこで演者らは、バイオ3D
プリンタを用いて、細胞だけの未分化な細胞構造
体を作製し、靭帯へと分化誘導し、靭帯組織体を作
出して、新たな靭帯再建技術の開発を目指してい
る。
　本研究によって、演者らは、ヒト脂肪由来幹細胞
(hADSCs)  のみを用いて、バイオ3Dプリンタ
(Regenova®) によりシート状の細胞構造体を作製
した後、自動伸展装置(STB-1400) を用いて構造体

に伸展刺激（進展率、4[%] : 伸展数、1 [Hz] : 伸展時
間、1 [hour/day] : 伸展日数、7[days]) を加えるこ
とによって、細胞および細胞外基質をその牽引方
向へと再配列する手法を確立させた。また、演者ら
はhADSCsおよびヒト皮膚由来線維芽細胞を用い
て、それらの細胞数を1:1の割合で混合して細胞凝
集塊を作製した後に、バイオ3Dプリンタにより
チューブ状の細胞構造体を作製したことも報告し
た。
　演者らは、本研究から得られた成績を基礎とし
て、靭帯組織体の作出に成功することができれば、
人工足場の問題を一斉に解決することができ、既
存研究に比べて優位性のある、新たな医療技術の
開発に貢献することができると考えている。
　幹細胞を3次元的に構築することによって、幹
細胞そのものの質が向上することが報告されてい
る。また、本研究のように、各疾病の治療に適した
形状の幹細胞集団を作製し、先にある程度分化さ
せることによって、失われた組織の代替機能の役
割を担わせて治療を促進する手法も多く報告され
ており、関節損傷時における軟骨欠損部の形状に
合わせた幹細胞集合体を作製し、型にはめるよう
に幹細胞を移植する手法もヒト医療では報告され
ている。こうした技術の中でも、特に3Dプリンタ
を用いた幹細胞組織の作製方法は、工業技術の発
展に伴い、近年急速に再生医療に導入されており、
オーダーメイド型の治療につながる技術として非
常に大きな注目を集めている。
　これまでにも幹細胞を腱や靱帯に分化させよう
とする取り組みはあったが、それらは個々の細胞
レベルにおける報告であった。本研究のように、作
製した細胞組織体がそのまま靱帯組織になるので
あれば、演者らが示したように、靱帯損傷に対する
新たな治療法として期待できるであろう。また、細
胞組織体が靱帯組織に分化する様子を基礎的に研
究することによって、これまで不明であった腱や
靱帯の再生機構が明らかになることが期待され
る。今後の見通しについて演者に質問したところ、
現在は基礎的な段階であり、まだまだ実施すべき
ことがあるということであった。

○3 次元細胞培養足場としてのゼラチンハイドロ

ゲル不織布の有用性
早乙女俊樹ら（日本毛織株式会社）

　演者らは、我々と同様に、京都大学が提供してい
るゼラチンハイドロゲルを加工して再生医療に応
用することを検討している。我々は球状のゼラチ
ンハイドロゲルを用いているが、演者らはシート
状の新たな素材を作製することに取り組んでい
る。
　ゼラチンハイドロゲルは生体適合性に優れ、水
相を介した栄養酸素透過が期待できる素材である
が、演者らによると3次元スポンジ足場として利
用するだけでは、力学物性が乏しく、培養中に孔構
造を維持できない課題があるとのことであった。
そこで、演者らはゼラチン水溶液を高圧空気でブ
ローすることで繊維化した後、脱水熱架橋して得
られるゼラチン不織布を新たに作製し、その特性
を調査した。
　その結果、ゼラチン不織布は繊維交点が接着し
た構造をもち、膨潤状態でも優れた変形回復性を
示した。また、骨髄由来ヒト間葉系幹細胞を3次元
ゼラチン不織布内に播種し、スピナーフラスコを
用いて撹拌培養したところ、ゼラチンの消失とと
もに、不織布内で細胞が増殖し、直径1mm以上の
細胞疑集体を得ることに成功した。この細胞凝集
体をHE染色、アポトーシス細胞を染色するTUNEL
染色および低酸素状態の細胞を染色するHIF-1a免
疫染色を実施したところ、凝集体表面から深さ
600-800μmの領域においても、TUNEL陰性およ
びHIF-1a陰性細胞が多く存在していた。
　これらの結果は、ゼラチン不織布内部において
細胞が良好に増殖し、その細胞凝集体内部であっ
てもアポトーシスは抑制され、酸素状態も良好で
あったことを示唆するため、演者らはゼラチン不
織布が細胞の3次元培養に優れた足場であると考
えている。
　ゼラチンハイドロゲルは体内で分解されるた
め、体内に移植する細胞の足場素材として、また、
薬液成分を浸透・膨潤させた後に体内に移植する
ことによって、局所的なドラッグデリバリーをさ
せることができる素材として注目されており、こ
れまでにも様々な形状のゼラチンハイドロゲルが
開発されてきた。本研究のように、不織布として使

用することができれば、大きさや形状を自由自在
に作製することが可能となるため、新たな分野に
おいて使用されることが期待される。
　その一方、幹細胞の培養方法が従来法とは異な
るため、すぐに導入することは難しいことが予想
され、普及に向けては課題があるように感じた。

　ヒト幹細胞とゼラチンハイドロゲルを組み合わ
せた多数の研究結果およびこれまでに報告した
我々の研究結果から、ウマ幹細胞とゼラチンハイ
ドロゲルの組み合わせも良好であると推測される
ため、今後のさらなる研究発展を期待したい。

(田村周久)

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　第18回日本再生医療学会総会は、「再生医療発
祥の地よりのメッセージ」をテーマに、兵庫県の神
戸国際会議場で平成31年3月21日から23日まで
開催された。本学会は再生医療に関する基礎研究
のみならず臨床応用、産業応用に対する課題を網
羅的に取り扱っており、日本における再生医療分
野に関する学術集会として最大規模である。
　特に今年の本学会では、テーマの他に「再生医療
により患者を救う」というメッセージが示されて
おり、近年の再生医療の進歩によって、基礎分野か
ら脱却し、実臨床において応用されていることを
強く意識した内容になっていた。他にも、日本全体
における再生医療の実現に向けた「学術、産業、行
政、経済の連携」のシンポジウムや、若手研究者の
教育を目的とした中学生や高校生が参加できる
セッションが開催され、持続的に発展できるよう
に学会として取り組んでいることが強調されてい
た。
　以下に本学会の概要を報告する。

　本年の日本再生医療学会では以下のシンポジウ
ムでの講演を依頼され、発表した。

SY-15　「因幡の白うさぎに聞く、人と動物にみら
れる同じ疾患 ―再生医療で治す、人から動物へ、
動物から人へ― 」
座長：稲葉俊夫（大阪府立大学大学院生命環境科学

研究科　先端病態解析学領域） 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

SY-15-1 猫の三頭に一頭は腎臓病 - 脱細胞化骨格
を利用した腎臓再生への挑戦 ‒ 

田島一樹（北里大学獣医学部　小動物第 2 
内科 / 慶應義塾大学医学部　外科学（一般・ 
消化器） 

SY-15-2 細胞治療の実用化に向けたセルトラスト
の取り組み 

牛草貴博（動物再生医療センター病院 / セ
ルトラスト・アニマル・セラピューティ クス
株式会社） 

SY-15-3 アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損
傷に対する幹細胞治療法 

笠嶋快周（JRA 日本中央競馬会　競走馬総合
研究所　企画調整室） 

SY-15-4 　One World One Health、人と動物にみ
られる同じ眼の病気、共に健やかに生きる 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

　以下に講演要旨を記載する。

○アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損傷に対
する幹細胞治療法

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　四足歩行動物であるウマにとって浅指屈筋腱は
弾性エネルギーの効率的な使用によって高速な走
行をもたらす運動器であり、二足歩行のヒトのア

キレス腱と同等の働きを担う。故に、過度な運動を
求められるアスリートにアキレス腱の損傷が多発
するように、競走馬というアスリート動物には浅
指屈筋腱に運動誘発性の損傷が多発する。
　競走馬の腱損傷は「調教」という日々繰り返され
る運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。損傷発症時の病態やそれに続く治癒過程はヒ
トのアキレス腱損傷と概ね同様であり、急性炎症
に続く肉芽形成、そして瘢痕組織への置換が腱組
織修復の顛末となる。よって、決して元の組織に復
さず、本来の組織強度を取り戻すことはない。この
ため、休養後の運動の再開に起因する再発症は後
を絶たたず、本症は競馬関係者から“不治の病”と
忌み嫌われてきた。本症は競走馬の生死を分かつ
疾病ではないが、治療のために長期間のリハビリ
テーションを余儀なくされ、重症例や再発例では
競走生活からの引退が選択される現実から、アス
リート生命を奪う疾病といえる。
　では本症にはどのような治療法が望ましいのだ
ろうか？腱損傷の治癒機転である瘢痕組織の存在
が腱組織の弾力性を減少させ、再発症のリスクを
高める原因の一つと考えられることから、瘢痕形
成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織として修
復・再生されることが期待できる治療法が望まし
いと考えられる。そのため、組織再生医療に世界中
のアスリート馬を担当する獣医師達の関心が寄せ
られてきた。ヒトほど法規制の厳しくない獣医療
では腱・靭帯損傷に対する幹細胞移植治療が10数
年前から実施され、多くの報告がなされている。こ
れらの報告は、近い将来、ヒトの軟部組織損傷に対
する幹細胞移植治療が望まれる時にはマウスや
ラットのような実験小動物では得られない有益な
情報となる。
　本講演では、競走馬に多発する腱損傷の臨床的
背景や病態、それに対する幹細胞移植治療の臨床
応用を実現し、直面した課題や治療効果を増強さ
せるためにJRAが取り組んでいる研究について紹
介したい。

（笠嶋快周）

○上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎の難治症例に対
するエコーガイド下多血小板血漿（PRP）治療

白田智彦ら（日本大学）
　ヒトの上腕骨外側上顆炎（テニス肘）、および内
側上顆炎（ゴルフ肘）は、中高年のスポーツ愛好家
に多い整形外科疾患で、病態は肘における筋腱付
着部の変性および慢性炎症である。通常はステロ
イドの局所投与や保存療法が適用されるが、前者
は長期継続による副作用の可能性があり、後者は
治療応答が良くないケースが散見されることか
ら、新しい治療法が求められている。本研究では
６ヶ月間保存療法を行い症状改善が見られなかっ
た症例に対し、エコーガイド下で多血小板血漿

（PRP）を投与した結果の報告であった。
　エコー検査にて腱付着部のパワードップラー陽
性所見が確認された疼痛部位に、PRPの多点単回
投与を行った。治療成績としてVAS、QuickDASH 
Score（注：いずれも患者の主観による疼痛スコア）
を記録し、疼痛と機能改善を確認した。
　外側上顆炎は10例が対象で、投与されたPRPの
血小板濃縮率は平均13.5倍であった。投与前と投
与各月後（Pre-Post 1M-3M-6M-9M-12M）で、VAS
は78-31-15-5-2-0、投与後6ヶ月でのVAS改善率は
94.4%であり、QuickDASHは67-23-16-9-8-0と改
善した。内側上顆炎は6例が対象で、血小板濃縮率
は平均14.2倍、VASは96-37-24-15-10-0、投与後
6ヶ月でのVAS改善率は81.5%であり、QuickDASH
は69-40-26-15-11-0と改善した。いずれも有害事
象はなかった。
　ヒト臨床におけるPRP投与の評価は、対照群（針
のみ刺入、または生理食塩水の投与）の設定が難し
いことや患者におけるプラセボ効果の影響が大き
いことから非常に難しい。本研究に関しても、6ヶ
月良化を見なかった患者にPRP投与を行った結
果、3ヶ月後にはパワードップラーにより血流増
加が確認され6ヶ月後には疼痛が大きく軽減され
ていたが、座長やフロアからはこれらの変化が腱
の再生を示すものではなく単なる炎症の再惹起

（しかも、針刺入刺激による惹起）による可能性を
指摘されていた。我々は以前、健常なウマの筋肉に
対するPRP投与が筋肉に及ぼす影響を遺伝子レベ
ルで検討したが、針刺入刺激による影響と大きく
変わらなかったという結果を得ている。よって今
回の結果がPRPによってもたらされたのかどうか

の判断は難しい。また本研究において投与された
PRPの血小板濃度は通常投与される濃度に比べて
3～4倍と非常に高く、白血球を多く含むもので
あった。血小板や白血球濃度の過度の濃縮は、高濃
度のサイトカインによる線維症リスクやMMPに
よる組織損傷リスクが懸念されている。ヒト臨床
では困難だと思われるが、投与部位における病理
学的評価についてのさらなる調査が待たれる。

○変形性膝関節症に対する多血小板血漿関節内投
与の短期臨床成績には関節軟骨の損傷程度が関連
する

羽田晋之介ら（順天堂大学）
　ヒトの変形性膝関節症（膝OA）は関節軟骨の変
性を伴い、一度罹患すると完全に治癒することは
困難な疾患として知られている。軟骨は一度変性
すると元の硝子軟骨が再生することはないため、
治療のための消炎鎮痛剤投与や体重の減量による
疼痛管理が主に行われている。近年ではPRPを関
節内投与することで症状が改善し、軟骨再生が促
されたという報告が散見されるようになり注目さ
れている。演者らは多くの膝OA患者に積極的に
PRPの関節内投与を行っており、その治療成績と
関連するような形態学的因子を明らかにするため
に統計学的解析を行った。
　白血球の少ないPRPを作製し、単回関節内投与
を行った早期～末期膝OA患者16名において、短期

（平均27.1日）の症状改善率をKnee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score（KOOS）を用いて算
出し、治療前のMRI評価：Whole  organ  MRI  
s c o r i n g（WORM S）との関連を解析した。
KOOS-Total（T）の平均は治療前：69.4、治療後：
53.9、平均改善率は20.3%であった。項目別の改善
率はKOOS-Symptom（S）：41.4%、Pain（P）：20.9%、
Activity（A）：7.1%、Sports（SP）：32.3%、Quality of 
life（Q）：126.8%であった。KOOS-Tの改善率と
WORMSの関連は、軟骨（r=-0.47、p=0.078）、骨棘

（r=-0.34、p=0.21）、半月板（r=-0.19、p=0.51）、Bone 
Marrow Les ion（r=-0 .30、p=0 .29）、骨嚢胞

（r=-0.27、p=0.34）、軟骨下骨陥凹（r=-0.30、
p=0.28）と、いずれの項目も軽症であるほど症状
改善率が高い傾向があったものの、有意ではな

かった。関節内を脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節
（PFJ）に分けた場合、PFJの軟骨損傷の重症度と
KOOS-T（r=-0.54、p=0.03）、-S（r=-0.57、p=0.03）の
改善率が逆相関を示した。これにより、膝OA患者
に対するPRPの短期症状改善効果はPFJの軟骨摩
耗が少ないほど大きかった。
　この結果に演者らは、軟骨損傷の大きいOAで
は、PRPの治療効果対象となるような軟骨基質が
少ないからなのではないかと考察した。これによ
りPRPによる軟骨再生効果には限界があるように
感じられた。ウマにおいて多く発症する腕節の骨
折のほとんどは離断性骨軟骨症であり、軟骨損傷
グレードが低い軽症例が多い。ヒトでの報告が真
ならば、ウマにおいてもPRP腕節内投与は一定の
消炎鎮痛効果を期待することができる。しかし、フ
ロアでのディスカッションによると、演者らは滑
膜炎を全く評価していない。滑膜炎に対するPRP
投与の影響に関する調査が今後必要であると考え
られた。

（福田健太郎）

○バイオ3Dプリンタを用いて創出するスキャ
フォールドフリーの靭帯組織体に関する研究

村田大紀ら(佐賀大学)
　演者らは、3Dプリンタを用いて各疾患に応じた
適切な形状の幹細胞集団を作製し、再生医療に応
用することに取り組んでいる。本研究は靱帯組織
の再生を目標とした内容である。
　発生頻度が非常に高い整形外科疾患の1つであ
る靭帯断裂に対して、in vitroで作製した靭帯様構
造体を移植する方法が実験的に試されている。し
かし、演者らによると、靭帯様構造体には人工足場
が用いられており、そこには多くの課題が存在す
るとのことであった。そこで演者らは、バイオ3D
プリンタを用いて、細胞だけの未分化な細胞構造
体を作製し、靭帯へと分化誘導し、靭帯組織体を作
出して、新たな靭帯再建技術の開発を目指してい
る。
　本研究によって、演者らは、ヒト脂肪由来幹細胞
(hADSCs)  のみを用いて、バイオ3Dプリンタ
(Regenova®) によりシート状の細胞構造体を作製
した後、自動伸展装置(STB-1400) を用いて構造体

に伸展刺激（進展率、4[%] : 伸展数、1 [Hz] : 伸展時
間、1 [hour/day] : 伸展日数、7[days]) を加えるこ
とによって、細胞および細胞外基質をその牽引方
向へと再配列する手法を確立させた。また、演者ら
はhADSCsおよびヒト皮膚由来線維芽細胞を用い
て、それらの細胞数を1:1の割合で混合して細胞凝
集塊を作製した後に、バイオ3Dプリンタにより
チューブ状の細胞構造体を作製したことも報告し
た。
　演者らは、本研究から得られた成績を基礎とし
て、靭帯組織体の作出に成功することができれば、
人工足場の問題を一斉に解決することができ、既
存研究に比べて優位性のある、新たな医療技術の
開発に貢献することができると考えている。
　幹細胞を3次元的に構築することによって、幹
細胞そのものの質が向上することが報告されてい
る。また、本研究のように、各疾病の治療に適した
形状の幹細胞集団を作製し、先にある程度分化さ
せることによって、失われた組織の代替機能の役
割を担わせて治療を促進する手法も多く報告され
ており、関節損傷時における軟骨欠損部の形状に
合わせた幹細胞集合体を作製し、型にはめるよう
に幹細胞を移植する手法もヒト医療では報告され
ている。こうした技術の中でも、特に3Dプリンタ
を用いた幹細胞組織の作製方法は、工業技術の発
展に伴い、近年急速に再生医療に導入されており、
オーダーメイド型の治療につながる技術として非
常に大きな注目を集めている。
　これまでにも幹細胞を腱や靱帯に分化させよう
とする取り組みはあったが、それらは個々の細胞
レベルにおける報告であった。本研究のように、作
製した細胞組織体がそのまま靱帯組織になるので
あれば、演者らが示したように、靱帯損傷に対する
新たな治療法として期待できるであろう。また、細
胞組織体が靱帯組織に分化する様子を基礎的に研
究することによって、これまで不明であった腱や
靱帯の再生機構が明らかになることが期待され
る。今後の見通しについて演者に質問したところ、
現在は基礎的な段階であり、まだまだ実施すべき
ことがあるということであった。

○3 次元細胞培養足場としてのゼラチンハイドロ

ゲル不織布の有用性
早乙女俊樹ら（日本毛織株式会社）

　演者らは、我々と同様に、京都大学が提供してい
るゼラチンハイドロゲルを加工して再生医療に応
用することを検討している。我々は球状のゼラチ
ンハイドロゲルを用いているが、演者らはシート
状の新たな素材を作製することに取り組んでい
る。
　ゼラチンハイドロゲルは生体適合性に優れ、水
相を介した栄養酸素透過が期待できる素材である
が、演者らによると3次元スポンジ足場として利
用するだけでは、力学物性が乏しく、培養中に孔構
造を維持できない課題があるとのことであった。
そこで、演者らはゼラチン水溶液を高圧空気でブ
ローすることで繊維化した後、脱水熱架橋して得
られるゼラチン不織布を新たに作製し、その特性
を調査した。
　その結果、ゼラチン不織布は繊維交点が接着し
た構造をもち、膨潤状態でも優れた変形回復性を
示した。また、骨髄由来ヒト間葉系幹細胞を3次元
ゼラチン不織布内に播種し、スピナーフラスコを
用いて撹拌培養したところ、ゼラチンの消失とと
もに、不織布内で細胞が増殖し、直径1mm以上の
細胞疑集体を得ることに成功した。この細胞凝集
体をHE染色、アポトーシス細胞を染色するTUNEL
染色および低酸素状態の細胞を染色するHIF-1a免
疫染色を実施したところ、凝集体表面から深さ
600-800μmの領域においても、TUNEL陰性およ
びHIF-1a陰性細胞が多く存在していた。
　これらの結果は、ゼラチン不織布内部において
細胞が良好に増殖し、その細胞凝集体内部であっ
てもアポトーシスは抑制され、酸素状態も良好で
あったことを示唆するため、演者らはゼラチン不
織布が細胞の3次元培養に優れた足場であると考
えている。
　ゼラチンハイドロゲルは体内で分解されるた
め、体内に移植する細胞の足場素材として、また、
薬液成分を浸透・膨潤させた後に体内に移植する
ことによって、局所的なドラッグデリバリーをさ
せることができる素材として注目されており、こ
れまでにも様々な形状のゼラチンハイドロゲルが
開発されてきた。本研究のように、不織布として使

用することができれば、大きさや形状を自由自在
に作製することが可能となるため、新たな分野に
おいて使用されることが期待される。
　その一方、幹細胞の培養方法が従来法とは異な
るため、すぐに導入することは難しいことが予想
され、普及に向けては課題があるように感じた。

　ヒト幹細胞とゼラチンハイドロゲルを組み合わ
せた多数の研究結果およびこれまでに報告した
我々の研究結果から、ウマ幹細胞とゼラチンハイ
ドロゲルの組み合わせも良好であると推測される
ため、今後のさらなる研究発展を期待したい。

(田村周久)

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　第18回日本再生医療学会総会は、「再生医療発
祥の地よりのメッセージ」をテーマに、兵庫県の神
戸国際会議場で平成31年3月21日から23日まで
開催された。本学会は再生医療に関する基礎研究
のみならず臨床応用、産業応用に対する課題を網
羅的に取り扱っており、日本における再生医療分
野に関する学術集会として最大規模である。
　特に今年の本学会では、テーマの他に「再生医療
により患者を救う」というメッセージが示されて
おり、近年の再生医療の進歩によって、基礎分野か
ら脱却し、実臨床において応用されていることを
強く意識した内容になっていた。他にも、日本全体
における再生医療の実現に向けた「学術、産業、行
政、経済の連携」のシンポジウムや、若手研究者の
教育を目的とした中学生や高校生が参加できる
セッションが開催され、持続的に発展できるよう
に学会として取り組んでいることが強調されてい
た。
　以下に本学会の概要を報告する。

　本年の日本再生医療学会では以下のシンポジウ
ムでの講演を依頼され、発表した。

SY-15　「因幡の白うさぎに聞く、人と動物にみら
れる同じ疾患 ―再生医療で治す、人から動物へ、
動物から人へ― 」
座長：稲葉俊夫（大阪府立大学大学院生命環境科学

研究科　先端病態解析学領域） 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

SY-15-1 猫の三頭に一頭は腎臓病 - 脱細胞化骨格
を利用した腎臓再生への挑戦 ‒ 

田島一樹（北里大学獣医学部　小動物第 2 
内科 / 慶應義塾大学医学部　外科学（一般・ 
消化器） 

SY-15-2 細胞治療の実用化に向けたセルトラスト
の取り組み 

牛草貴博（動物再生医療センター病院 / セ
ルトラスト・アニマル・セラピューティ クス
株式会社） 

SY-15-3 アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損
傷に対する幹細胞治療法 

笠嶋快周（JRA 日本中央競馬会　競走馬総合
研究所　企画調整室） 

SY-15-4 　One World One Health、人と動物にみ
られる同じ眼の病気、共に健やかに生きる 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

　以下に講演要旨を記載する。

○アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損傷に対
する幹細胞治療法

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　四足歩行動物であるウマにとって浅指屈筋腱は
弾性エネルギーの効率的な使用によって高速な走
行をもたらす運動器であり、二足歩行のヒトのア

キレス腱と同等の働きを担う。故に、過度な運動を
求められるアスリートにアキレス腱の損傷が多発
するように、競走馬というアスリート動物には浅
指屈筋腱に運動誘発性の損傷が多発する。
　競走馬の腱損傷は「調教」という日々繰り返され
る運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。損傷発症時の病態やそれに続く治癒過程はヒ
トのアキレス腱損傷と概ね同様であり、急性炎症
に続く肉芽形成、そして瘢痕組織への置換が腱組
織修復の顛末となる。よって、決して元の組織に復
さず、本来の組織強度を取り戻すことはない。この
ため、休養後の運動の再開に起因する再発症は後
を絶たたず、本症は競馬関係者から“不治の病”と
忌み嫌われてきた。本症は競走馬の生死を分かつ
疾病ではないが、治療のために長期間のリハビリ
テーションを余儀なくされ、重症例や再発例では
競走生活からの引退が選択される現実から、アス
リート生命を奪う疾病といえる。
　では本症にはどのような治療法が望ましいのだ
ろうか？腱損傷の治癒機転である瘢痕組織の存在
が腱組織の弾力性を減少させ、再発症のリスクを
高める原因の一つと考えられることから、瘢痕形
成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織として修
復・再生されることが期待できる治療法が望まし
いと考えられる。そのため、組織再生医療に世界中
のアスリート馬を担当する獣医師達の関心が寄せ
られてきた。ヒトほど法規制の厳しくない獣医療
では腱・靭帯損傷に対する幹細胞移植治療が10数
年前から実施され、多くの報告がなされている。こ
れらの報告は、近い将来、ヒトの軟部組織損傷に対
する幹細胞移植治療が望まれる時にはマウスや
ラットのような実験小動物では得られない有益な
情報となる。
　本講演では、競走馬に多発する腱損傷の臨床的
背景や病態、それに対する幹細胞移植治療の臨床
応用を実現し、直面した課題や治療効果を増強さ
せるためにJRAが取り組んでいる研究について紹
介したい。

（笠嶋快周）

○上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎の難治症例に対
するエコーガイド下多血小板血漿（PRP）治療

白田智彦ら（日本大学）
　ヒトの上腕骨外側上顆炎（テニス肘）、および内
側上顆炎（ゴルフ肘）は、中高年のスポーツ愛好家
に多い整形外科疾患で、病態は肘における筋腱付
着部の変性および慢性炎症である。通常はステロ
イドの局所投与や保存療法が適用されるが、前者
は長期継続による副作用の可能性があり、後者は
治療応答が良くないケースが散見されることか
ら、新しい治療法が求められている。本研究では
６ヶ月間保存療法を行い症状改善が見られなかっ
た症例に対し、エコーガイド下で多血小板血漿

（PRP）を投与した結果の報告であった。
　エコー検査にて腱付着部のパワードップラー陽
性所見が確認された疼痛部位に、PRPの多点単回
投与を行った。治療成績としてVAS、QuickDASH 
Score（注：いずれも患者の主観による疼痛スコア）
を記録し、疼痛と機能改善を確認した。
　外側上顆炎は10例が対象で、投与されたPRPの
血小板濃縮率は平均13.5倍であった。投与前と投
与各月後（Pre-Post 1M-3M-6M-9M-12M）で、VAS
は78-31-15-5-2-0、投与後6ヶ月でのVAS改善率は
94.4%であり、QuickDASHは67-23-16-9-8-0と改
善した。内側上顆炎は6例が対象で、血小板濃縮率
は平均14.2倍、VASは96-37-24-15-10-0、投与後
6ヶ月でのVAS改善率は81.5%であり、QuickDASH
は69-40-26-15-11-0と改善した。いずれも有害事
象はなかった。
　ヒト臨床におけるPRP投与の評価は、対照群（針
のみ刺入、または生理食塩水の投与）の設定が難し
いことや患者におけるプラセボ効果の影響が大き
いことから非常に難しい。本研究に関しても、6ヶ
月良化を見なかった患者にPRP投与を行った結
果、3ヶ月後にはパワードップラーにより血流増
加が確認され6ヶ月後には疼痛が大きく軽減され
ていたが、座長やフロアからはこれらの変化が腱
の再生を示すものではなく単なる炎症の再惹起

（しかも、針刺入刺激による惹起）による可能性を
指摘されていた。我々は以前、健常なウマの筋肉に
対するPRP投与が筋肉に及ぼす影響を遺伝子レベ
ルで検討したが、針刺入刺激による影響と大きく
変わらなかったという結果を得ている。よって今
回の結果がPRPによってもたらされたのかどうか

の判断は難しい。また本研究において投与された
PRPの血小板濃度は通常投与される濃度に比べて
3～4倍と非常に高く、白血球を多く含むもので
あった。血小板や白血球濃度の過度の濃縮は、高濃
度のサイトカインによる線維症リスクやMMPに
よる組織損傷リスクが懸念されている。ヒト臨床
では困難だと思われるが、投与部位における病理
学的評価についてのさらなる調査が待たれる。

○変形性膝関節症に対する多血小板血漿関節内投
与の短期臨床成績には関節軟骨の損傷程度が関連
する

羽田晋之介ら（順天堂大学）
　ヒトの変形性膝関節症（膝OA）は関節軟骨の変
性を伴い、一度罹患すると完全に治癒することは
困難な疾患として知られている。軟骨は一度変性
すると元の硝子軟骨が再生することはないため、
治療のための消炎鎮痛剤投与や体重の減量による
疼痛管理が主に行われている。近年ではPRPを関
節内投与することで症状が改善し、軟骨再生が促
されたという報告が散見されるようになり注目さ
れている。演者らは多くの膝OA患者に積極的に
PRPの関節内投与を行っており、その治療成績と
関連するような形態学的因子を明らかにするため
に統計学的解析を行った。
　白血球の少ないPRPを作製し、単回関節内投与
を行った早期～末期膝OA患者16名において、短期

（平均27.1日）の症状改善率をKnee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score（KOOS）を用いて算
出し、治療前のMRI評価：Whole  organ  MRI  
s c o r i n g（WORM S）との関連を解析した。
KOOS-Total（T）の平均は治療前：69.4、治療後：
53.9、平均改善率は20.3%であった。項目別の改善
率はKOOS-Symptom（S）：41.4%、Pain（P）：20.9%、
Activity（A）：7.1%、Sports（SP）：32.3%、Quality of 
life（Q）：126.8%であった。KOOS-Tの改善率と
WORMSの関連は、軟骨（r=-0.47、p=0.078）、骨棘

（r=-0.34、p=0.21）、半月板（r=-0.19、p=0.51）、Bone 
Marrow Les ion（r=-0 .30、p=0 .29）、骨嚢胞

（r=-0.27、p=0.34）、軟骨下骨陥凹（r=-0.30、
p=0.28）と、いずれの項目も軽症であるほど症状
改善率が高い傾向があったものの、有意ではな

かった。関節内を脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節
（PFJ）に分けた場合、PFJの軟骨損傷の重症度と
KOOS-T（r=-0.54、p=0.03）、-S（r=-0.57、p=0.03）の
改善率が逆相関を示した。これにより、膝OA患者
に対するPRPの短期症状改善効果はPFJの軟骨摩
耗が少ないほど大きかった。
　この結果に演者らは、軟骨損傷の大きいOAで
は、PRPの治療効果対象となるような軟骨基質が
少ないからなのではないかと考察した。これによ
りPRPによる軟骨再生効果には限界があるように
感じられた。ウマにおいて多く発症する腕節の骨
折のほとんどは離断性骨軟骨症であり、軟骨損傷
グレードが低い軽症例が多い。ヒトでの報告が真
ならば、ウマにおいてもPRP腕節内投与は一定の
消炎鎮痛効果を期待することができる。しかし、フ
ロアでのディスカッションによると、演者らは滑
膜炎を全く評価していない。滑膜炎に対するPRP
投与の影響に関する調査が今後必要であると考え
られた。

（福田健太郎）

○バイオ3Dプリンタを用いて創出するスキャ
フォールドフリーの靭帯組織体に関する研究

村田大紀ら(佐賀大学)
　演者らは、3Dプリンタを用いて各疾患に応じた
適切な形状の幹細胞集団を作製し、再生医療に応
用することに取り組んでいる。本研究は靱帯組織
の再生を目標とした内容である。
　発生頻度が非常に高い整形外科疾患の1つであ
る靭帯断裂に対して、in vitroで作製した靭帯様構
造体を移植する方法が実験的に試されている。し
かし、演者らによると、靭帯様構造体には人工足場
が用いられており、そこには多くの課題が存在す
るとのことであった。そこで演者らは、バイオ3D
プリンタを用いて、細胞だけの未分化な細胞構造
体を作製し、靭帯へと分化誘導し、靭帯組織体を作
出して、新たな靭帯再建技術の開発を目指してい
る。
　本研究によって、演者らは、ヒト脂肪由来幹細胞
(hADSCs)  のみを用いて、バイオ3Dプリンタ
(Regenova®) によりシート状の細胞構造体を作製
した後、自動伸展装置(STB-1400) を用いて構造体

に伸展刺激（進展率、4[%] : 伸展数、1 [Hz] : 伸展時
間、1 [hour/day] : 伸展日数、7[days]) を加えるこ
とによって、細胞および細胞外基質をその牽引方
向へと再配列する手法を確立させた。また、演者ら
はhADSCsおよびヒト皮膚由来線維芽細胞を用い
て、それらの細胞数を1:1の割合で混合して細胞凝
集塊を作製した後に、バイオ3Dプリンタにより
チューブ状の細胞構造体を作製したことも報告し
た。
　演者らは、本研究から得られた成績を基礎とし
て、靭帯組織体の作出に成功することができれば、
人工足場の問題を一斉に解決することができ、既
存研究に比べて優位性のある、新たな医療技術の
開発に貢献することができると考えている。
　幹細胞を3次元的に構築することによって、幹
細胞そのものの質が向上することが報告されてい
る。また、本研究のように、各疾病の治療に適した
形状の幹細胞集団を作製し、先にある程度分化さ
せることによって、失われた組織の代替機能の役
割を担わせて治療を促進する手法も多く報告され
ており、関節損傷時における軟骨欠損部の形状に
合わせた幹細胞集合体を作製し、型にはめるよう
に幹細胞を移植する手法もヒト医療では報告され
ている。こうした技術の中でも、特に3Dプリンタ
を用いた幹細胞組織の作製方法は、工業技術の発
展に伴い、近年急速に再生医療に導入されており、
オーダーメイド型の治療につながる技術として非
常に大きな注目を集めている。
　これまでにも幹細胞を腱や靱帯に分化させよう
とする取り組みはあったが、それらは個々の細胞
レベルにおける報告であった。本研究のように、作
製した細胞組織体がそのまま靱帯組織になるので
あれば、演者らが示したように、靱帯損傷に対する
新たな治療法として期待できるであろう。また、細
胞組織体が靱帯組織に分化する様子を基礎的に研
究することによって、これまで不明であった腱や
靱帯の再生機構が明らかになることが期待され
る。今後の見通しについて演者に質問したところ、
現在は基礎的な段階であり、まだまだ実施すべき
ことがあるということであった。

○3 次元細胞培養足場としてのゼラチンハイドロ

ゲル不織布の有用性
早乙女俊樹ら（日本毛織株式会社）

　演者らは、我々と同様に、京都大学が提供してい
るゼラチンハイドロゲルを加工して再生医療に応
用することを検討している。我々は球状のゼラチ
ンハイドロゲルを用いているが、演者らはシート
状の新たな素材を作製することに取り組んでい
る。
　ゼラチンハイドロゲルは生体適合性に優れ、水
相を介した栄養酸素透過が期待できる素材である
が、演者らによると3次元スポンジ足場として利
用するだけでは、力学物性が乏しく、培養中に孔構
造を維持できない課題があるとのことであった。
そこで、演者らはゼラチン水溶液を高圧空気でブ
ローすることで繊維化した後、脱水熱架橋して得
られるゼラチン不織布を新たに作製し、その特性
を調査した。
　その結果、ゼラチン不織布は繊維交点が接着し
た構造をもち、膨潤状態でも優れた変形回復性を
示した。また、骨髄由来ヒト間葉系幹細胞を3次元
ゼラチン不織布内に播種し、スピナーフラスコを
用いて撹拌培養したところ、ゼラチンの消失とと
もに、不織布内で細胞が増殖し、直径1mm以上の
細胞疑集体を得ることに成功した。この細胞凝集
体をHE染色、アポトーシス細胞を染色するTUNEL
染色および低酸素状態の細胞を染色するHIF-1a免
疫染色を実施したところ、凝集体表面から深さ
600-800μmの領域においても、TUNEL陰性およ
びHIF-1a陰性細胞が多く存在していた。
　これらの結果は、ゼラチン不織布内部において
細胞が良好に増殖し、その細胞凝集体内部であっ
てもアポトーシスは抑制され、酸素状態も良好で
あったことを示唆するため、演者らはゼラチン不
織布が細胞の3次元培養に優れた足場であると考
えている。
　ゼラチンハイドロゲルは体内で分解されるた
め、体内に移植する細胞の足場素材として、また、
薬液成分を浸透・膨潤させた後に体内に移植する
ことによって、局所的なドラッグデリバリーをさ
せることができる素材として注目されており、こ
れまでにも様々な形状のゼラチンハイドロゲルが
開発されてきた。本研究のように、不織布として使

用することができれば、大きさや形状を自由自在
に作製することが可能となるため、新たな分野に
おいて使用されることが期待される。
　その一方、幹細胞の培養方法が従来法とは異な
るため、すぐに導入することは難しいことが予想
され、普及に向けては課題があるように感じた。

　ヒト幹細胞とゼラチンハイドロゲルを組み合わ
せた多数の研究結果およびこれまでに報告した
我々の研究結果から、ウマ幹細胞とゼラチンハイ
ドロゲルの組み合わせも良好であると推測される
ため、今後のさらなる研究発展を期待したい。

(田村周久)

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　第18回日本再生医療学会総会は、「再生医療発
祥の地よりのメッセージ」をテーマに、兵庫県の神
戸国際会議場で平成31年3月21日から23日まで
開催された。本学会は再生医療に関する基礎研究
のみならず臨床応用、産業応用に対する課題を網
羅的に取り扱っており、日本における再生医療分
野に関する学術集会として最大規模である。
　特に今年の本学会では、テーマの他に「再生医療
により患者を救う」というメッセージが示されて
おり、近年の再生医療の進歩によって、基礎分野か
ら脱却し、実臨床において応用されていることを
強く意識した内容になっていた。他にも、日本全体
における再生医療の実現に向けた「学術、産業、行
政、経済の連携」のシンポジウムや、若手研究者の
教育を目的とした中学生や高校生が参加できる
セッションが開催され、持続的に発展できるよう
に学会として取り組んでいることが強調されてい
た。
　以下に本学会の概要を報告する。

　本年の日本再生医療学会では以下のシンポジウ
ムでの講演を依頼され、発表した。

SY-15　「因幡の白うさぎに聞く、人と動物にみら
れる同じ疾患 ―再生医療で治す、人から動物へ、
動物から人へ― 」
座長：稲葉俊夫（大阪府立大学大学院生命環境科学

研究科　先端病態解析学領域） 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

SY-15-1 猫の三頭に一頭は腎臓病 - 脱細胞化骨格
を利用した腎臓再生への挑戦 ‒ 

田島一樹（北里大学獣医学部　小動物第 2 
内科 / 慶應義塾大学医学部　外科学（一般・ 
消化器） 

SY-15-2 細胞治療の実用化に向けたセルトラスト
の取り組み 

牛草貴博（動物再生医療センター病院 / セ
ルトラスト・アニマル・セラピューティ クス
株式会社） 

SY-15-3 アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損
傷に対する幹細胞治療法 

笠嶋快周（JRA 日本中央競馬会　競走馬総合
研究所　企画調整室） 

SY-15-4 　One World One Health、人と動物にみ
られる同じ眼の病気、共に健やかに生きる 

伊藤典彦（鳥取大学動物医療センター） 

　以下に講演要旨を記載する。

○アスリート動物から学ぶ運動誘発性腱損傷に対
する幹細胞治療法

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　四足歩行動物であるウマにとって浅指屈筋腱は
弾性エネルギーの効率的な使用によって高速な走
行をもたらす運動器であり、二足歩行のヒトのア

第71回衛生動物学会

　平成31年4月20日～21日に山口大学で開催さ
れた第71回衛生動物学会に参加したので、印象的
な演題について紹介する。

○本邦産ヒトスジシマカのデングウイルス感受性
佐々木年則ら (国立感染症研究所)

　デングウイルスは、フラビウイルス科に属し、血
清型によって4つに分類される。デングウイルス
は蚊（主にヒトスジシマカとネッタイシマカ）に
よって媒介され、感染後２～７日の潜伏期を経て
一過性の発熱、頭痛、筋肉痛や関節痛などを引き起
こす。さらに、発症3~4日後に体幹や胸部に発疹が
出現し、四肢や顔面に広がるのが特徴である。ウイ
ルス感染後、一部の患者は血漿漏出と出血を主徴
とするデング出血熱を発症する。日本では、2014
年に代々木公園が推定感染地と考えられる発生が
報告されており、2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催に伴い、さらなる輸入症例の
発生が危惧されている。本演題は、我が国に生息す
る蚊、特に人を好んで吸血するヒトスジシマカに
おけるデングウイルス媒介能を検索したものであ
る。
　本研究には、2014 年に代々木公園で採取され
た YYG 系統、2016年に沖縄県石垣島で採取され
た ISG 201603 系統、ならびに 2018 年に神奈川
県海老名市で採取された EBN 系統のヒトスジシ
マカを用いた。デングウイルスは、2014年に国内
で分離された血清1型ウイルス 14-100J 株、2011
年にインドネシアからの帰国者から分離された血
清 2型ウイルス 11-122 株、ならびに 2000 年に
タイからの帰国者から分離された血清 3 型ウイ

ルス 00-40 株を用いた。人工吸血装置でウイルス
を含む血液を経口摂取させた蚊から唾液腺ならび
にその他の組織を採取し、プラークアッセイ法で
ウイルス力価を測定した。その結果、YYG 系統に
おいては、1型および3型ウイルスが唾液腺で検出
された (102 ~103 PFU/組織)。一方、EBN 系統の唾
液腺では、1型 (104 PFU/組織)、2型 (>105 PFU/組
織) ならびに 3型 (105 PFU/組織) が検出された。
ISG 系統で 3 型 (104 PFU/組織) が検出されたの
みであった。これらの成績から、国内に生息するヒ
トスジシマカは、感受性の違いがあるものの、デン
グウイルス媒介能を有することが示された。
　蚊がデング熱患者を吸血することで、デングウ
イルスが蚊に取り込まれる。蚊の体内では、デング
ウイルスは中腸上皮細胞に感染し、増殖する。さら
に、ウイルスは体液とともに唾液腺に運ばれ、同部
位で増殖することで、唾液腺には多量のウイルス
が集積する。本研究では、国内3ヶ所で捕獲された
３系統すべてがデングウイルスを媒介できること
が示された。しかし、その媒介能は、ウイルスの血
清型によって異なることが示され、蚊とウイルス
間に親和性が存在することが示唆された。しかし、
本研究で用いられた ISG 201603 および YGG は
実験室で維持された系統であることから、野生の
蚊とはウイルス感受性が異なることが考えられ
る。デングウイルスが我が国に定着するリスクを
検討するためには、各地の野生個体を用いたさら
なる検討が必要であると考えられる。

（越智章仁）

キレス腱と同等の働きを担う。故に、過度な運動を
求められるアスリートにアキレス腱の損傷が多発
するように、競走馬というアスリート動物には浅
指屈筋腱に運動誘発性の損傷が多発する。
　競走馬の腱損傷は「調教」という日々繰り返され
る運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。損傷発症時の病態やそれに続く治癒過程はヒ
トのアキレス腱損傷と概ね同様であり、急性炎症
に続く肉芽形成、そして瘢痕組織への置換が腱組
織修復の顛末となる。よって、決して元の組織に復
さず、本来の組織強度を取り戻すことはない。この
ため、休養後の運動の再開に起因する再発症は後
を絶たたず、本症は競馬関係者から“不治の病”と
忌み嫌われてきた。本症は競走馬の生死を分かつ
疾病ではないが、治療のために長期間のリハビリ
テーションを余儀なくされ、重症例や再発例では
競走生活からの引退が選択される現実から、アス
リート生命を奪う疾病といえる。
　では本症にはどのような治療法が望ましいのだ
ろうか？腱損傷の治癒機転である瘢痕組織の存在
が腱組織の弾力性を減少させ、再発症のリスクを
高める原因の一つと考えられることから、瘢痕形
成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織として修
復・再生されることが期待できる治療法が望まし
いと考えられる。そのため、組織再生医療に世界中
のアスリート馬を担当する獣医師達の関心が寄せ
られてきた。ヒトほど法規制の厳しくない獣医療
では腱・靭帯損傷に対する幹細胞移植治療が10数
年前から実施され、多くの報告がなされている。こ
れらの報告は、近い将来、ヒトの軟部組織損傷に対
する幹細胞移植治療が望まれる時にはマウスや
ラットのような実験小動物では得られない有益な
情報となる。
　本講演では、競走馬に多発する腱損傷の臨床的
背景や病態、それに対する幹細胞移植治療の臨床
応用を実現し、直面した課題や治療効果を増強さ
せるためにJRAが取り組んでいる研究について紹
介したい。

（笠嶋快周）

○上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎の難治症例に対
するエコーガイド下多血小板血漿（PRP）治療

白田智彦ら（日本大学）
　ヒトの上腕骨外側上顆炎（テニス肘）、および内
側上顆炎（ゴルフ肘）は、中高年のスポーツ愛好家
に多い整形外科疾患で、病態は肘における筋腱付
着部の変性および慢性炎症である。通常はステロ
イドの局所投与や保存療法が適用されるが、前者
は長期継続による副作用の可能性があり、後者は
治療応答が良くないケースが散見されることか
ら、新しい治療法が求められている。本研究では
６ヶ月間保存療法を行い症状改善が見られなかっ
た症例に対し、エコーガイド下で多血小板血漿

（PRP）を投与した結果の報告であった。
　エコー検査にて腱付着部のパワードップラー陽
性所見が確認された疼痛部位に、PRPの多点単回
投与を行った。治療成績としてVAS、QuickDASH 
Score（注：いずれも患者の主観による疼痛スコア）
を記録し、疼痛と機能改善を確認した。
　外側上顆炎は10例が対象で、投与されたPRPの
血小板濃縮率は平均13.5倍であった。投与前と投
与各月後（Pre-Post 1M-3M-6M-9M-12M）で、VAS
は78-31-15-5-2-0、投与後6ヶ月でのVAS改善率は
94.4%であり、QuickDASHは67-23-16-9-8-0と改
善した。内側上顆炎は6例が対象で、血小板濃縮率
は平均14.2倍、VASは96-37-24-15-10-0、投与後
6ヶ月でのVAS改善率は81.5%であり、QuickDASH
は69-40-26-15-11-0と改善した。いずれも有害事
象はなかった。
　ヒト臨床におけるPRP投与の評価は、対照群（針
のみ刺入、または生理食塩水の投与）の設定が難し
いことや患者におけるプラセボ効果の影響が大き
いことから非常に難しい。本研究に関しても、6ヶ
月良化を見なかった患者にPRP投与を行った結
果、3ヶ月後にはパワードップラーにより血流増
加が確認され6ヶ月後には疼痛が大きく軽減され
ていたが、座長やフロアからはこれらの変化が腱
の再生を示すものではなく単なる炎症の再惹起

（しかも、針刺入刺激による惹起）による可能性を
指摘されていた。我々は以前、健常なウマの筋肉に
対するPRP投与が筋肉に及ぼす影響を遺伝子レベ
ルで検討したが、針刺入刺激による影響と大きく
変わらなかったという結果を得ている。よって今
回の結果がPRPによってもたらされたのかどうか

の判断は難しい。また本研究において投与された
PRPの血小板濃度は通常投与される濃度に比べて
3～4倍と非常に高く、白血球を多く含むもので
あった。血小板や白血球濃度の過度の濃縮は、高濃
度のサイトカインによる線維症リスクやMMPに
よる組織損傷リスクが懸念されている。ヒト臨床
では困難だと思われるが、投与部位における病理
学的評価についてのさらなる調査が待たれる。

○変形性膝関節症に対する多血小板血漿関節内投
与の短期臨床成績には関節軟骨の損傷程度が関連
する

羽田晋之介ら（順天堂大学）
　ヒトの変形性膝関節症（膝OA）は関節軟骨の変
性を伴い、一度罹患すると完全に治癒することは
困難な疾患として知られている。軟骨は一度変性
すると元の硝子軟骨が再生することはないため、
治療のための消炎鎮痛剤投与や体重の減量による
疼痛管理が主に行われている。近年ではPRPを関
節内投与することで症状が改善し、軟骨再生が促
されたという報告が散見されるようになり注目さ
れている。演者らは多くの膝OA患者に積極的に
PRPの関節内投与を行っており、その治療成績と
関連するような形態学的因子を明らかにするため
に統計学的解析を行った。
　白血球の少ないPRPを作製し、単回関節内投与
を行った早期～末期膝OA患者16名において、短期

（平均27.1日）の症状改善率をKnee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score（KOOS）を用いて算
出し、治療前のMRI評価：Whole  organ  MRI  
s c o r i n g（WORM S）との関連を解析した。
KOOS-Total（T）の平均は治療前：69.4、治療後：
53.9、平均改善率は20.3%であった。項目別の改善
率はKOOS-Symptom（S）：41.4%、Pain（P）：20.9%、
Activity（A）：7.1%、Sports（SP）：32.3%、Quality of 
life（Q）：126.8%であった。KOOS-Tの改善率と
WORMSの関連は、軟骨（r=-0.47、p=0.078）、骨棘

（r=-0.34、p=0.21）、半月板（r=-0.19、p=0.51）、Bone 
Marrow Les ion（r=-0 .30、p=0 .29）、骨嚢胞

（r=-0.27、p=0.34）、軟骨下骨陥凹（r=-0.30、
p=0.28）と、いずれの項目も軽症であるほど症状
改善率が高い傾向があったものの、有意ではな

かった。関節内を脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節
（PFJ）に分けた場合、PFJの軟骨損傷の重症度と
KOOS-T（r=-0.54、p=0.03）、-S（r=-0.57、p=0.03）の
改善率が逆相関を示した。これにより、膝OA患者
に対するPRPの短期症状改善効果はPFJの軟骨摩
耗が少ないほど大きかった。
　この結果に演者らは、軟骨損傷の大きいOAで
は、PRPの治療効果対象となるような軟骨基質が
少ないからなのではないかと考察した。これによ
りPRPによる軟骨再生効果には限界があるように
感じられた。ウマにおいて多く発症する腕節の骨
折のほとんどは離断性骨軟骨症であり、軟骨損傷
グレードが低い軽症例が多い。ヒトでの報告が真
ならば、ウマにおいてもPRP腕節内投与は一定の
消炎鎮痛効果を期待することができる。しかし、フ
ロアでのディスカッションによると、演者らは滑
膜炎を全く評価していない。滑膜炎に対するPRP
投与の影響に関する調査が今後必要であると考え
られた。

（福田健太郎）

○バイオ3Dプリンタを用いて創出するスキャ
フォールドフリーの靭帯組織体に関する研究

村田大紀ら(佐賀大学)
　演者らは、3Dプリンタを用いて各疾患に応じた
適切な形状の幹細胞集団を作製し、再生医療に応
用することに取り組んでいる。本研究は靱帯組織
の再生を目標とした内容である。
　発生頻度が非常に高い整形外科疾患の1つであ
る靭帯断裂に対して、in vitroで作製した靭帯様構
造体を移植する方法が実験的に試されている。し
かし、演者らによると、靭帯様構造体には人工足場
が用いられており、そこには多くの課題が存在す
るとのことであった。そこで演者らは、バイオ3D
プリンタを用いて、細胞だけの未分化な細胞構造
体を作製し、靭帯へと分化誘導し、靭帯組織体を作
出して、新たな靭帯再建技術の開発を目指してい
る。
　本研究によって、演者らは、ヒト脂肪由来幹細胞
(hADSCs)  のみを用いて、バイオ3Dプリンタ
(Regenova®) によりシート状の細胞構造体を作製
した後、自動伸展装置(STB-1400) を用いて構造体

に伸展刺激（進展率、4[%] : 伸展数、1 [Hz] : 伸展時
間、1 [hour/day] : 伸展日数、7[days]) を加えるこ
とによって、細胞および細胞外基質をその牽引方
向へと再配列する手法を確立させた。また、演者ら
はhADSCsおよびヒト皮膚由来線維芽細胞を用い
て、それらの細胞数を1:1の割合で混合して細胞凝
集塊を作製した後に、バイオ3Dプリンタにより
チューブ状の細胞構造体を作製したことも報告し
た。
　演者らは、本研究から得られた成績を基礎とし
て、靭帯組織体の作出に成功することができれば、
人工足場の問題を一斉に解決することができ、既
存研究に比べて優位性のある、新たな医療技術の
開発に貢献することができると考えている。
　幹細胞を3次元的に構築することによって、幹
細胞そのものの質が向上することが報告されてい
る。また、本研究のように、各疾病の治療に適した
形状の幹細胞集団を作製し、先にある程度分化さ
せることによって、失われた組織の代替機能の役
割を担わせて治療を促進する手法も多く報告され
ており、関節損傷時における軟骨欠損部の形状に
合わせた幹細胞集合体を作製し、型にはめるよう
に幹細胞を移植する手法もヒト医療では報告され
ている。こうした技術の中でも、特に3Dプリンタ
を用いた幹細胞組織の作製方法は、工業技術の発
展に伴い、近年急速に再生医療に導入されており、
オーダーメイド型の治療につながる技術として非
常に大きな注目を集めている。
　これまでにも幹細胞を腱や靱帯に分化させよう
とする取り組みはあったが、それらは個々の細胞
レベルにおける報告であった。本研究のように、作
製した細胞組織体がそのまま靱帯組織になるので
あれば、演者らが示したように、靱帯損傷に対する
新たな治療法として期待できるであろう。また、細
胞組織体が靱帯組織に分化する様子を基礎的に研
究することによって、これまで不明であった腱や
靱帯の再生機構が明らかになることが期待され
る。今後の見通しについて演者に質問したところ、
現在は基礎的な段階であり、まだまだ実施すべき
ことがあるということであった。

○3 次元細胞培養足場としてのゼラチンハイドロ

ゲル不織布の有用性
早乙女俊樹ら（日本毛織株式会社）

　演者らは、我々と同様に、京都大学が提供してい
るゼラチンハイドロゲルを加工して再生医療に応
用することを検討している。我々は球状のゼラチ
ンハイドロゲルを用いているが、演者らはシート
状の新たな素材を作製することに取り組んでい
る。
　ゼラチンハイドロゲルは生体適合性に優れ、水
相を介した栄養酸素透過が期待できる素材である
が、演者らによると3次元スポンジ足場として利
用するだけでは、力学物性が乏しく、培養中に孔構
造を維持できない課題があるとのことであった。
そこで、演者らはゼラチン水溶液を高圧空気でブ
ローすることで繊維化した後、脱水熱架橋して得
られるゼラチン不織布を新たに作製し、その特性
を調査した。
　その結果、ゼラチン不織布は繊維交点が接着し
た構造をもち、膨潤状態でも優れた変形回復性を
示した。また、骨髄由来ヒト間葉系幹細胞を3次元
ゼラチン不織布内に播種し、スピナーフラスコを
用いて撹拌培養したところ、ゼラチンの消失とと
もに、不織布内で細胞が増殖し、直径1mm以上の
細胞疑集体を得ることに成功した。この細胞凝集
体をHE染色、アポトーシス細胞を染色するTUNEL
染色および低酸素状態の細胞を染色するHIF-1a免
疫染色を実施したところ、凝集体表面から深さ
600-800μmの領域においても、TUNEL陰性およ
びHIF-1a陰性細胞が多く存在していた。
　これらの結果は、ゼラチン不織布内部において
細胞が良好に増殖し、その細胞凝集体内部であっ
てもアポトーシスは抑制され、酸素状態も良好で
あったことを示唆するため、演者らはゼラチン不
織布が細胞の3次元培養に優れた足場であると考
えている。
　ゼラチンハイドロゲルは体内で分解されるた
め、体内に移植する細胞の足場素材として、また、
薬液成分を浸透・膨潤させた後に体内に移植する
ことによって、局所的なドラッグデリバリーをさ
せることができる素材として注目されており、こ
れまでにも様々な形状のゼラチンハイドロゲルが
開発されてきた。本研究のように、不織布として使

用することができれば、大きさや形状を自由自在
に作製することが可能となるため、新たな分野に
おいて使用されることが期待される。
　その一方、幹細胞の培養方法が従来法とは異な
るため、すぐに導入することは難しいことが予想
され、普及に向けては課題があるように感じた。

　ヒト幹細胞とゼラチンハイドロゲルを組み合わ
せた多数の研究結果およびこれまでに報告した
我々の研究結果から、ウマ幹細胞とゼラチンハイ
ドロゲルの組み合わせも良好であると推測される
ため、今後のさらなる研究発展を期待したい。

(田村周久)

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

第92回日本細菌学会総会

　第92回日本細菌学会総会は、平成31年4月23日
～25日に札幌コンベンションセンターにて開催
された。本学会では、病原因子、薬剤感受性あるい
はワクチンなど細菌に関する様々な報告や、目覚
しいスピードで発展している次世代シークエン
サーに関して、特に近年注目を集めている超長鎖
DNA配列 (>2 Mbp) の解読が可能な1分子長鎖型
シークエンシング技術のシンポジウムなどが実施
された。以下に、ウマの研究に有益である二つの演
題に関して、その概要を報告する。

○国際シンポジウム：One Health アプローチを通
じた細菌性感染症の制御
Melioidosis? Never heard of it… One Health, a 
multidisciplinary approach to uncover the 
epidemiology of a deadly tropical disease in 
southern Thailand

Apichai Tuanyok
　類鼻疽 (melioidosis) が、タイ南部の大部分にお
いて風土病であることは良く知られているが、そ
の病原体である類鼻疽菌  ( B u r k h o l d e r i a  
pseudomallei) のヒト、動物あるいは環境中におけ
る分布は永らく更新されていない。我々は、”One 
Health” (ヒト、動物および環境の健康は相互に関
連しており、これら全体の健康維持に向けた取り
組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がるとい
う理念) によるアプローチによって、タイ南部にお
ける類鼻疽の調査を実施した。材料には、2014年1
月から類鼻疽に罹患したヒトおよび動物、あるい
はSongkhla県および近郊の南部地域において分離
された類鼻疽菌を使用した。数種類のリアルタイ
ムPCRを用いて類鼻疽菌を同定し、土壌や水など
の環境からの分離に加え、少なくとも254例のヒ
トにおける類鼻疽症例が確認された。類鼻疽症例
の数には季節性があり、降雨量と一定の相関が認
められる。MLST (Multi-Locus Sequencing Typing) 
による遺伝子検査により、近年分離された類鼻疽
菌のSTs (Sequence Types) は、Finkelsteinらが半
世紀前にタイ南部で分離した株のSTsと多くが一

致していた。特に、ST288およびST84はヒト症例
から多く分離され、ST392はブタ症例との関連が
強いことが明らかとなった。興味深いことに、少な
くとも16症例においては複数のSTsが同一症例で
認められた。このことは、感染源となる環境中にお
いて、類鼻疽菌の遺伝的多様性が非常に高いこと
を示している。以上のことから、我々は、”One 
Health” によるアプローチによって、ヒトおよび動
物に加えて、類鼻疽の地域的な評価および制御に
おいて重要となる環境というファクターも含めた
現状を示すことが可能であることを確信してい
る、と演者は報告した。
　類鼻疽は、馬において届出伝染病に指定されて
おり、類縁菌である鼻疽菌が引き起こす鼻疽 (法定
伝染病) とともに重要な伝染病であるが、ヒトにお
いてすら、類鼻疽の広い分布域や高い致死率にも
関わらず、その認知度は低い。類鼻疽菌が属する
Burkholderia属は一部の例外を除いて土壌細菌で
あり、土壌あるいは水といった環境中でその生活
環が維持されているため、感染源の消毒は現実的
ではない。そのため、環境中に生息する類鼻疽菌
が、動物あるいはヒトへの恒久的な感染源となる
ことが同疾病のコントロールを難しくしている。
同 様 の こ と は 、子 馬 に 肺 炎 を 引 き 起 こ す
Rhodococcus equiに共通する部分であり、同病の
コントロールを考える際に通ずる部分が多くあ
り、類鼻疽のみならずR. equiの対策にも”One 
Health” のコンセプトを持って取り組むべきであ
ろう。
　なお、筆者は昨年の10月まで研究留学として、
演者であるApichai Tuanyok准教授のもとで類鼻
疽および鼻疽を学ぶ機会を頂いていた。Apichai准
教授とは、帰国以来の再開となりお互いの近況を
報告する機会となった。

○国内で豚増殖性腸炎を引き起こしたLawsonia 
intracellularis 3 株のゲノムドラフト解析

西川明芳ら (農研機構 動物衛生研究部門）
　ローソニア菌（Lawsonia intracellularis）はグラ

ム陰性の偏性細胞内寄生細菌である。本菌は宿主
域が広く種々の動物に感染するが，特に豚や馬に
感染すると難治性下痢症である増殖性腸炎を引き
起こす。増殖性腸炎を起こした腸管は栄養吸収能
が低下するため，飼料効率の悪化や増体量の減少
を招き，産業界に与える経済的損失は甚大である。
ローソニア菌は，その感染経路や病原因子，病態発
症機構などの詳細は不明である。その最大の理由
は，未だ人工培地による菌の培養が成功していな
いためであり，遺伝子解析もほとんどなされてお
らず，ゲノムの解読もこれまで国外での3 株のみ
にとどまっていた。そこで，国内3 県のと畜場にて
増殖性腸炎と診断された豚の腸管から核酸を抽出
し，既報の全ゲノム配列決定株（PHE/MN1-00）を
参照配列として，国内のローソニア菌Fu/JPN，
Ni/JPN，Ib2/JPN 株のドラフトゲノム配列を取得
した。これらのゲノム配列を用いて参照配列との
比較解析を行なった結果，Fu/JPN，Ni/JPN，
Ib2/JPN 株は参照株と比較し一塩基多型(SNPs)が
それぞれ99，456，552 個であった。一方，参照株
と，国外で報告された全ゲノム配列決定豚由来株

（N343）のゲノム配列を比較するとSNPs は24 個
であった。このことから，国外の株に比べて国内株
の方では遺伝的多様性が高いことが示唆された。
また，既報では，豚由来株特異的であり宿主適応に
関わるとされていた遺伝子領域が，国内豚由来株
のゲノムでは欠失していた、と演者は報告した。
　Lawsonia intracellularisの研究を妨げる一番の
要因は、演者が指摘しているとおり、人工培地で発
育させることができないという点である。そのた

めに、ゲノム情報もほとんど報告されていないと
いう点も指摘どおりである。競走馬総合研究所に
おいては、生産地にてローソニア感染症が疑われ
た症例に対して、分離培養を必要とせずに解析可
能なMLVA (Multi-Locus Various Number Tandem 
Repeat Analysis) という手法を用いて解析してお
り、ブタ由来株とウマ由来株が明確に区別可能で
あることを明らかにしているが、MLVAと演者ら
が用いたSNP解析との関連は解析株数を増やして
今後検討すべき課題であると考える。少なくとも
現時点では、① L. intracellularisはブタおよびウマ
のそれぞれに適応し、ゲノム比較にてブタ由来株
とウマ由来株は明確に区別可能であること、② ブ
タ由来株のウマに対する病原性、ウマ由来株のブ
タに対する病原性は、元の組み合わせに比べて劣
ること、の2点については明らかとなっているが、
今後、病原因子あるいは病態発症機構を解明する
には、MLVAに比較して演者らが実施した次世代
シークエンサーによる解析が有用であろう。L. 
intracellularisに対して同解析を行うにあたって
は、演者らが行ったようにリード数を増加させて
リファレンスゲノムにマッピングすることが一つ
の手法ではあるが、当研究室が所有している
IonPGMでは比較的出力されるデータ量が少ない
ためウマゲノムの混入程度によっては同手法を用
いることは難しい可能性があり、ターゲットキャ
プチャ法を用いるなどしてリード数を抑えること
などを検討すべきかも知れない。

（木下優太）

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

第30回日本臨床微生物学会総会・学術総会

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

　第92回日本細菌学会総会は、平成31年4月23日
～25日に札幌コンベンションセンターにて開催
された。本学会では、病原因子、薬剤感受性あるい
はワクチンなど細菌に関する様々な報告や、目覚
しいスピードで発展している次世代シークエン
サーに関して、特に近年注目を集めている超長鎖
DNA配列 (>2 Mbp) の解読が可能な1分子長鎖型
シークエンシング技術のシンポジウムなどが実施
された。以下に、ウマの研究に有益である二つの演
題に関して、その概要を報告する。

○国際シンポジウム：One Health アプローチを通
じた細菌性感染症の制御
Melioidosis? Never heard of it… One Health, a 
multidisciplinary approach to uncover the 
epidemiology of a deadly tropical disease in 
southern Thailand

Apichai Tuanyok
　類鼻疽 (melioidosis) が、タイ南部の大部分にお
いて風土病であることは良く知られているが、そ
の病原体である類鼻疽菌  ( B u r k h o l d e r i a  
pseudomallei) のヒト、動物あるいは環境中におけ
る分布は永らく更新されていない。我々は、”One 
Health” (ヒト、動物および環境の健康は相互に関
連しており、これら全体の健康維持に向けた取り
組みが結果としてそれぞれの健康にも繋がるとい
う理念) によるアプローチによって、タイ南部にお
ける類鼻疽の調査を実施した。材料には、2014年1
月から類鼻疽に罹患したヒトおよび動物、あるい
はSongkhla県および近郊の南部地域において分離
された類鼻疽菌を使用した。数種類のリアルタイ
ムPCRを用いて類鼻疽菌を同定し、土壌や水など
の環境からの分離に加え、少なくとも254例のヒ
トにおける類鼻疽症例が確認された。類鼻疽症例
の数には季節性があり、降雨量と一定の相関が認
められる。MLST (Multi-Locus Sequencing Typing) 
による遺伝子検査により、近年分離された類鼻疽
菌のSTs (Sequence Types) は、Finkelsteinらが半
世紀前にタイ南部で分離した株のSTsと多くが一

致していた。特に、ST288およびST84はヒト症例
から多く分離され、ST392はブタ症例との関連が
強いことが明らかとなった。興味深いことに、少な
くとも16症例においては複数のSTsが同一症例で
認められた。このことは、感染源となる環境中にお
いて、類鼻疽菌の遺伝的多様性が非常に高いこと
を示している。以上のことから、我々は、”One 
Health” によるアプローチによって、ヒトおよび動
物に加えて、類鼻疽の地域的な評価および制御に
おいて重要となる環境というファクターも含めた
現状を示すことが可能であることを確信してい
る、と演者は報告した。
　類鼻疽は、馬において届出伝染病に指定されて
おり、類縁菌である鼻疽菌が引き起こす鼻疽 (法定
伝染病) とともに重要な伝染病であるが、ヒトにお
いてすら、類鼻疽の広い分布域や高い致死率にも
関わらず、その認知度は低い。類鼻疽菌が属する
Burkholderia属は一部の例外を除いて土壌細菌で
あり、土壌あるいは水といった環境中でその生活
環が維持されているため、感染源の消毒は現実的
ではない。そのため、環境中に生息する類鼻疽菌
が、動物あるいはヒトへの恒久的な感染源となる
ことが同疾病のコントロールを難しくしている。
同 様 の こ と は 、子 馬 に 肺 炎 を 引 き 起 こ す
Rhodococcus equiに共通する部分であり、同病の
コントロールを考える際に通ずる部分が多くあ
り、類鼻疽のみならずR. equiの対策にも”One 
Health” のコンセプトを持って取り組むべきであ
ろう。
　なお、筆者は昨年の10月まで研究留学として、
演者であるApichai Tuanyok准教授のもとで類鼻
疽および鼻疽を学ぶ機会を頂いていた。Apichai准
教授とは、帰国以来の再開となりお互いの近況を
報告する機会となった。

○国内で豚増殖性腸炎を引き起こしたLawsonia 
intracellularis 3 株のゲノムドラフト解析

西川明芳ら (農研機構 動物衛生研究部門）
　ローソニア菌（Lawsonia intracellularis）はグラ

ム陰性の偏性細胞内寄生細菌である。本菌は宿主
域が広く種々の動物に感染するが，特に豚や馬に
感染すると難治性下痢症である増殖性腸炎を引き
起こす。増殖性腸炎を起こした腸管は栄養吸収能
が低下するため，飼料効率の悪化や増体量の減少
を招き，産業界に与える経済的損失は甚大である。
ローソニア菌は，その感染経路や病原因子，病態発
症機構などの詳細は不明である。その最大の理由
は，未だ人工培地による菌の培養が成功していな
いためであり，遺伝子解析もほとんどなされてお
らず，ゲノムの解読もこれまで国外での3 株のみ
にとどまっていた。そこで，国内3 県のと畜場にて
増殖性腸炎と診断された豚の腸管から核酸を抽出
し，既報の全ゲノム配列決定株（PHE/MN1-00）を
参照配列として，国内のローソニア菌Fu/JPN，
Ni/JPN，Ib2/JPN 株のドラフトゲノム配列を取得
した。これらのゲノム配列を用いて参照配列との
比較解析を行なった結果，Fu/JPN，Ni/JPN，
Ib2/JPN 株は参照株と比較し一塩基多型(SNPs)が
それぞれ99，456，552 個であった。一方，参照株
と，国外で報告された全ゲノム配列決定豚由来株

（N343）のゲノム配列を比較するとSNPs は24 個
であった。このことから，国外の株に比べて国内株
の方では遺伝的多様性が高いことが示唆された。
また，既報では，豚由来株特異的であり宿主適応に
関わるとされていた遺伝子領域が，国内豚由来株
のゲノムでは欠失していた、と演者は報告した。
　Lawsonia intracellularisの研究を妨げる一番の
要因は、演者が指摘しているとおり、人工培地で発
育させることができないという点である。そのた

めに、ゲノム情報もほとんど報告されていないと
いう点も指摘どおりである。競走馬総合研究所に
おいては、生産地にてローソニア感染症が疑われ
た症例に対して、分離培養を必要とせずに解析可
能なMLVA (Multi-Locus Various Number Tandem 
Repeat Analysis) という手法を用いて解析してお
り、ブタ由来株とウマ由来株が明確に区別可能で
あることを明らかにしているが、MLVAと演者ら
が用いたSNP解析との関連は解析株数を増やして
今後検討すべき課題であると考える。少なくとも
現時点では、① L. intracellularisはブタおよびウマ
のそれぞれに適応し、ゲノム比較にてブタ由来株
とウマ由来株は明確に区別可能であること、② ブ
タ由来株のウマに対する病原性、ウマ由来株のブ
タに対する病原性は、元の組み合わせに比べて劣
ること、の2点については明らかとなっているが、
今後、病原因子あるいは病態発症機構を解明する
には、MLVAに比較して演者らが実施した次世代
シークエンサーによる解析が有用であろう。L. 
intracellularisに対して同解析を行うにあたって
は、演者らが行ったようにリード数を増加させて
リファレンスゲノムにマッピングすることが一つ
の手法ではあるが、当研究室が所有している
IonPGMでは比較的出力されるデータ量が少ない
ためウマゲノムの混入程度によっては同手法を用
いることは難しい可能性があり、ターゲットキャ
プチャ法を用いるなどしてリード数を抑えること
などを検討すべきかも知れない。

（木下優太）

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　日本消化管学会総会学術集会には、International 
Gastrointestinal Consensus Symposiumと日本カ
プセル内視鏡学会学術集会が共同開催として含ま
れており、全体として消化管疾患に関する基礎的
および臨床的研究の発展を目的として開催されて
いる。2005年の日本消化管学会発足以来、会員数

は5000名以上となり、この分野における大規模な
学会として知られている。今回も9会場を全て使
用して、多数のシンポジウム、ワークショップ、パ
ネルディスカッションおよび一般演題が報告され
た。
　また、今回で12回目となる日本カプセル内視鏡

　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

学会は世界で唯一のカプセル内視鏡専門学会とし
て、国内外の会員数が増加している。カプセル内視
鏡は20年前に実用化され、ここ最近では小腸疾患
に対する診療において必要不可欠なモダリティと
して普及している。また、大腸カプセル内視鏡も5
年前から保険収載が認可され、その有用性が評価
されつつある。次世代の医療を支える検査装置カ
プセル内視鏡は注目を集めており、今回参加した
両学会においても、これに関連する多数のシンポ
ジウムや演題が報告された。
　以下に、興味深かった2演題に関して、その概要
を報告する。

○カプセル内視鏡の過去・現在・未来
中村哲也(獨協医科大学)

　演者は消化器内視鏡診断に専門的に取り組んで
おり、特にカプセル内視鏡に関しては開発段階か
ら使用し、日本で初めて実施されたカプセル内視
鏡の治験(2003年)にも中心的な存在として携わっ
てきた。本演題では、カプセル内視鏡の開発当初か
らの基礎的な研究データを再報告するとともに、
次世代のカプセル内視鏡の開発およびそれを用い
た研究に関して紹介があった。
　カプセル内視鏡は患者が飲み込むことによって
体内から消化管内部を撮影することができるモダ
リティである。カプセル内視鏡は2001年に欧米で
認可され、日本では2003年に治験が開始されて以
降、その有用性が評価されたことで2007年には小
腸カプセル内視鏡が保険適用となった。その後も
普及が進むにつれて、2010年には第二世代、2013
年には第三世代小腸カプセル内視鏡が薬事承認さ
れた。小腸を内部から観察する検査器具が少ない
こともあって、現在では小腸カプセル内視鏡の適
用範囲は小腸疾患すべてに拡大されている。一方、
大腸用カプセル内視鏡は適用範囲が非常に限定さ
れているため、現在のところ、一般的な普及にまで
は至っていない。しかしながら、日本人の死亡原因
として直腸ガンの割合が急増しているため、新た
な健康診断の手法として大きな期待を集めてお
り、日本カプセル内視鏡学会が中心となって、研究
や普及を促進させている。
　カプセル内視鏡の開発スピードは非常に速く、

毎年のように機能が向上している。画質の改善、検
査視野の拡大、稼働時間の延長など、カプセル内視
鏡そのものの機能向上に加えて、多数の検査画像
から異常部位だけを適切に自動選択するシステム
の構築、AIを用いた総合的な診断など、医師の負担
を減らす環境整備も進んでいる。中でも特に注目
されているのは、可動性カプセル内視鏡の開発で
ある。外部からカプセル内視鏡の位置を検出し、能
動的に移動をコントロールすることによって、短
時間で容易に病変部位を発見することが期待され
ている。既にプロトタイプが試用されており、商品
化に向けた取り組みが始まっているとのことで
あった。
　演者は、普及から20年足らずで大きく進化した
カプセル内視鏡に期待を寄せており、今後もます
ます研究開発が進むことによって、こうした「小型
検査器具」が消化管に限らずどの臓器にも有用な
モダリティとなる可能性を示した。

○NSAID起因性消化管傷害の現状
山田篤生 (東京大学)

　演者らは、NSAID起因性消化管傷害について数
多くの研究調査を実施してきた。これまでに、胃十
二指腸潰瘍の病態は胃内視鏡の普及によって明ら
かになってきた。また、大腸潰瘍は明らかな出血を
伴うため、症状による判断が比較的容易であった
が、近年では普及が進む大腸内視鏡によって確定
診断がなされている。その一方、従来の内視鏡が到
達できない小腸に生じる潰瘍については不明な点
が多く残されていた。そこで、演者らはカプセル内
視鏡の研究調査において得られた症例およびカプ
セル内視鏡のデータベースに登録されている症例
を再解析することによって、NSAIDの投薬と小腸
傷害の関連性について調査した。
　まず、背景として胃十二指腸潰瘍と下部消化管
潰瘍について説明があった。胃十二指腸潰瘍に関
しては、NSAIDを3ヶ月以上服用している患者のお
よそ17％に発症が認められている。特にジクロ
フェナクを服用している患者は、NSAIDを服用し
ていない者と比較してオッズ比10.9倍で発症しや
すい。プロトンポンプ阻害薬は胃十二指腸潰瘍の
治療薬として有用であり、現在でもよく使用され

ている。また、下部消化管潰瘍はNSAIDの服用が数
週間程度継続するだけでも発症する腸炎型と、数
週間から1年程度継続したときに発症する潰瘍型
があることを示し、演者は服用期間が短くても下
部消化管潰瘍が生じる可能性を強調していた。
　次に、小腸傷害に関する調査の結果、小腸傷害全
体のおよそ30％がNSAIDに起因していたことが報
告された。また、NSAID服用期間と小腸傷害発症率
の関係を調べたところ、3ヶ月間のNSAID投与に
よって67.2％の患者に傷害が発見されたことや、
ジクロフェナクが投与された場合は、服用2週間
で40－50％の患者に小腸傷害が生じたことを報
告した。
　小腸傷害への対応として、選択的COX2阻害薬
を使用することや、プロスタグラジン製剤である
レバミピドやミソプロストールおよび粘膜防御因
子製剤であるイルソグラジンを服用することが推
奨された。特にレバミピドは、NSAID起因性小腸傷
害の治療効果のみならず予防効果もあることか
ら、最も有望な薬として推奨されていた。
　その一方、胃十二指腸潰瘍の治療薬として最も
普及しているプロトンポンプ阻害薬の使用には注
意を要することが示された。その理由は、「プロト
ンポンプ阻害薬を服用している患者は小腸傷害の
リスクが5倍上昇する。なぜなら、胃十二指腸潰瘍
の治療もしくは予防として投与されているプロト
ンポンプ阻害薬が胃酸抑制を引き起こす結果、小
腸のDysbiosis(細菌叢の乱れ)を惹起するためであ
る」とする報告や、「選択的COX2阻害薬とプロト
ンポンプ阻害薬を同時に服用すると小腸傷害のリ
スクが高まった」とする報告が発表されているた
めであった。しかし、演者は「プロトンポンプ阻害
薬の服用による小腸傷害の悪化は認められない」
とする反対意見の研究結果を得ていることから、
人種、年齢、基礎疾患または投与量などに関する影
響があることを指摘し、結果の解釈には注意が必

要である旨を示していた。
　最終的に演者はNSAID起因性小腸傷害が、従来
の知見よりも多くの患者に発症していることが明
らかになっているため、対応策を検討する必要が
あること、この小腸傷害が他の疾病の原因になっ
ている可能性を調査する必要があることを示し
た。そして、これまでは難しかった小腸領域の画像
検査を実現したカプセル内視鏡を更に普及させる
ことの重要性を強調した。
　本学会に参加することによって、カプセル内視
鏡の機能が大幅に向上していることを知ることが
できた。しかしながら、ヒトと比較して腸管が長
く、体の大きなウマに適用する際に必要不可欠な
撮影記録時間の延長や、カプセル内視鏡－画像受
信機間の通信安定性に関しては改良すべき点が残
されていると感じた。一方、紹介のあった可動性カ
プセル内視鏡が商品化されるのであれば、検査時
間の短縮や予期せぬカプセル内視鏡の腸内滞留を
防ぐことができるため、ウマの腸管を検査するに
も有用だと思われた。
　ただし、カプセル内視鏡がウマの消化管に最適
化されたとしても、臨床現場で使用する機会は多
くはないだろう。腸管吻合後の術創部・周囲癒着の
経過観察、様々な原因によって生じるイレウスの
病態観察および十二指腸以降の腸管内病変の観察
などの興味深い所見を得られる可能性はあるが、
まずはウマにおける調査研究が必要であろう。カ
プセル内視鏡の導入によって研究が進展したヒト
NSAID起因性小腸傷害の事例があることから、ウ
マに対してもカプセル内視鏡を導入することで新
たな疾患が認識されることや、従来から認識され
ている重大疾病の原因を発見できる可能性がある
と考える。カプセル内視鏡の更なる発展を期待す
る。

 (田村周久)
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　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

第67回日本化学療法学会学術集会

　令和元年5月9日から5月11日の3日間、東京（東
京ドームホテル）で行われた第67回日本化学療法
学会の学術集会に参加した。
　日本化学療法学会は、各種感染症の抗菌薬治療
に関する学会で、本年は「近未来の迅速診断」を
テーマに開催された。本学会において抗菌薬治療
およびClostridioides difficile感染症に関する有用な
知見を得たので以下に報告する。

シンポジウム4
Pros and Cons 第三世代セフェム系経口抗菌薬は
有用である
Pro: 医師の立場から　朝野和典（大阪大学）
Pro: 薬剤師の立場から　西　圭史（杏林大学）
Con: 医師の立場から　笠原　敬（奈良県立医科大
学）
Con: 薬剤師の立場から　池谷　修（慶應義塾大
学）

　第三世代セフェム系抗菌薬は、第一世代セフェ
ム系抗菌薬が得意とするグラム陽性球菌に加えて
グラム陰性菌に対しても抗菌効果を有する広域性
抗菌薬である。第三世代を含むセフェム系抗菌薬
の経口投与薬はフルオロキノロン系抗菌薬やマク
ロライド系抗菌薬とともに、海外と比較して日本
で頻繁に使用されている抗菌薬で、厚生労働省が
示した薬剤耐性アクションプランにおいても
50％の削減を目標に掲げられている。フルオロキ
ノロン系やマクロライド系抗菌薬は経口投与によ
る生体内利用率も高く、効果の高い重要な抗菌薬
として認識されているのに対し、第三世代セフェ
ム系は生体内利用率の低さなどから効果に疑問が
あり、抗菌薬適正使用のターゲットとして削減を
取り組む施設も多い。しかし、第三世代セフェム系

抗菌薬の利点や欠点を十分把握した中で、その削
減が進んでいるとは言えない現状にある。本シン
ポジウムでは医師と薬剤師の観点から、第三世代
セフェム系経口抗菌薬の有用性について、Pro（賛
成）とCon（反対）の両立場から議論を行った。
　まず賛成の立場からは、十分に効果の期待でき
る感染症があり、投与しやすい経口薬であること
などの利点から完全に排除するべきではないとい
う意見が上がった。中でも、小児医療におけるβ-
ラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエ
ンザ菌（BLNAR）に対して効果が期待されており、
経口薬で他の抗菌薬より使いやすいメリットがあ
る。生体内利用率が低い抗菌薬もあるが、MICが低
い菌も多数存在しており、抗菌薬適正使用という
一方的な観点から強権的な排除を行うことは推奨
されない立場を取った。一方、反対の立場からは、
第３世代セフェム系の多用が現状の耐性菌の増加
を引き起こしている懸念が示された。効果が期待
されるとしたBLNARも日本は欧米より発生率が
高く、日本国内のセフェム系抗菌薬の使用方法に
一因がある可能性が指摘されている。また、PRSP

（ペニシリン耐性肺炎球菌）は近年問題となってい
る耐性菌であるが、特にセフェム系抗菌薬が強く
結合するPBP2Xの変異が多いことから、耐性菌の
増加とセフェム系抗菌薬の多用との関係が推測さ
れている。また、効果についてもインタビュー
フォームやいくつかのRCT（ランダム化比較試験）
において有効性が示されているが、耐性菌の少な
かった発売当初の報告が多く、耐性菌の増加した
現状では有効性にも疑問が残るとした。以上の議
論を聞いた感想としては、効果が期待できる疾患
はあるものの、現在各病院が取り組んでいるよう
に適正使用に向けた削減を進めていく方向に向
かっていくと思われた。

シンポジウム16
最新のC. difficile 感染症診療
CDI予防へのアプローチ（プロバイオティクス）

山口哲央（東邦大学）
　Clostridioides difficile感染症（CDI）は抗菌薬関連
腸炎の代表疾患で、ヒトおよびウマにおいて重篤
な疾患である。治療の中心は菌を抑制するバンコ
マイシンやメトロニダゾールといった抗菌薬であ
るが、一旦治癒しても正常な腸内細菌叢に回復さ
せるには時間が必要であるため、治療終了後の再
発が問題となっている。再発に対して健康なヒト
の糞便を投与する糞便移植は効果が期待される治
療法で、臨床でも有効性が示されてきている。しか
し、糞便移植は抵抗感があり、腹部不快感などの副
作用の点から、代換療法としてプロバイオティク
スによる安全な治療が求められている。しかし、プ
ロバイオティクスがCDI治療に有効とするエビデ
ンスはなく、米国感染症学会（IDSA）ガイドライン
や本学会のガイドラインにおいても推奨されてい
ない。上記の糞便移植や、抗菌薬フィダキソマイシ
ン、β毒素抗体であるベズロトクスマブなど再発
を防ぐ治療法は確立しつつあるが、プロバイオ
ティクスによる治療法は確立できていない現状に
ある。ウマにおいてもCDIおよびC. difficileの分離
されない下痢症に対してプロバイオティクスは十

分な有効性は認めておらず、今後効果の高いプロ
バイオティクスが開発されることを期待したいと
考えている。
　一方で、CDIの予防効果に関しては期待できる報
告も散見されており、ルーチンに投与するほどの
強い推奨ではないが、入院患者や抗菌薬投与に
よって発症リスクがある患者に推奨されている。
C. difficileは芽胞形成菌として知られており、発芽
することにより毒素が産生され病原性を示す。C. 
difficileの芽胞は肝臓で生合成される一次胆汁酸に
より発芽が促進されるが、一次胆汁酸が腸内細菌
によって酸化され合成される二次胆汁酸は発芽を
抑制する作用を持つ。正常な腸内細菌叢であれば
一次胆汁酸と二次胆汁酸のバランスが保たれてい
るが、抗菌薬の投与などによりこのバランスが崩
れ、二次胆汁酸に含まれるデオキシコール酸が不
足することでC. difficileの発芽が促進される。現在
研究が進んでいるプロバイオティクスの中でも、
マウスモデルにおいてClostridium scindensは二次
胆汁酸を増加させC.difficileの発芽を抑制する効果
が認められている。またLactobacillus属菌にもC. 
difficileを抑制する効果が認められており予防薬と
して臨床応用が期待されている。

（黒田泰輔）

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）
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　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

　令和元年5月9日から5月11日の3日間、東京（東
京ドームホテル）で行われた第67回日本化学療法
学会の学術集会に参加した。
　日本化学療法学会は、各種感染症の抗菌薬治療
に関する学会で、本年は「近未来の迅速診断」を
テーマに開催された。本学会において抗菌薬治療
およびClostridioides difficile感染症に関する有用な
知見を得たので以下に報告する。

シンポジウム4
Pros and Cons 第三世代セフェム系経口抗菌薬は
有用である
Pro: 医師の立場から　朝野和典（大阪大学）
Pro: 薬剤師の立場から　西　圭史（杏林大学）
Con: 医師の立場から　笠原　敬（奈良県立医科大
学）
Con: 薬剤師の立場から　池谷　修（慶應義塾大
学）

　第三世代セフェム系抗菌薬は、第一世代セフェ
ム系抗菌薬が得意とするグラム陽性球菌に加えて
グラム陰性菌に対しても抗菌効果を有する広域性
抗菌薬である。第三世代を含むセフェム系抗菌薬
の経口投与薬はフルオロキノロン系抗菌薬やマク
ロライド系抗菌薬とともに、海外と比較して日本
で頻繁に使用されている抗菌薬で、厚生労働省が
示した薬剤耐性アクションプランにおいても
50％の削減を目標に掲げられている。フルオロキ
ノロン系やマクロライド系抗菌薬は経口投与によ
る生体内利用率も高く、効果の高い重要な抗菌薬
として認識されているのに対し、第三世代セフェ
ム系は生体内利用率の低さなどから効果に疑問が
あり、抗菌薬適正使用のターゲットとして削減を
取り組む施設も多い。しかし、第三世代セフェム系

抗菌薬の利点や欠点を十分把握した中で、その削
減が進んでいるとは言えない現状にある。本シン
ポジウムでは医師と薬剤師の観点から、第三世代
セフェム系経口抗菌薬の有用性について、Pro（賛
成）とCon（反対）の両立場から議論を行った。
　まず賛成の立場からは、十分に効果の期待でき
る感染症があり、投与しやすい経口薬であること
などの利点から完全に排除するべきではないとい
う意見が上がった。中でも、小児医療におけるβ-
ラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエ
ンザ菌（BLNAR）に対して効果が期待されており、
経口薬で他の抗菌薬より使いやすいメリットがあ
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い菌も多数存在しており、抗菌薬適正使用という
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されるとしたBLNARも日本は欧米より発生率が
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（ペニシリン耐性肺炎球菌）は近年問題となってい
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シンポジウム16
最新のC. difficile 感染症診療
CDI予防へのアプローチ（プロバイオティクス）

山口哲央（東邦大学）
　Clostridioides difficile感染症（CDI）は抗菌薬関連
腸炎の代表疾患で、ヒトおよびウマにおいて重篤
な疾患である。治療の中心は菌を抑制するバンコ
マイシンやメトロニダゾールといった抗菌薬であ
るが、一旦治癒しても正常な腸内細菌叢に回復さ
せるには時間が必要であるため、治療終了後の再
発が問題となっている。再発に対して健康なヒト
の糞便を投与する糞便移植は効果が期待される治
療法で、臨床でも有効性が示されてきている。しか
し、糞便移植は抵抗感があり、腹部不快感などの副
作用の点から、代換療法としてプロバイオティク
スによる安全な治療が求められている。しかし、プ
ロバイオティクスがCDI治療に有効とするエビデ
ンスはなく、米国感染症学会（IDSA）ガイドライン
や本学会のガイドラインにおいても推奨されてい
ない。上記の糞便移植や、抗菌薬フィダキソマイシ
ン、β毒素抗体であるベズロトクスマブなど再発
を防ぐ治療法は確立しつつあるが、プロバイオ
ティクスによる治療法は確立できていない現状に
ある。ウマにおいてもCDIおよびC. difficileの分離
されない下痢症に対してプロバイオティクスは十

分な有効性は認めておらず、今後効果の高いプロ
バイオティクスが開発されることを期待したいと
考えている。
　一方で、CDIの予防効果に関しては期待できる報
告も散見されており、ルーチンに投与するほどの
強い推奨ではないが、入院患者や抗菌薬投与に
よって発症リスクがある患者に推奨されている。
C. difficileは芽胞形成菌として知られており、発芽
することにより毒素が産生され病原性を示す。C. 
difficileの芽胞は肝臓で生合成される一次胆汁酸に
より発芽が促進されるが、一次胆汁酸が腸内細菌
によって酸化され合成される二次胆汁酸は発芽を
抑制する作用を持つ。正常な腸内細菌叢であれば
一次胆汁酸と二次胆汁酸のバランスが保たれてい
るが、抗菌薬の投与などによりこのバランスが崩
れ、二次胆汁酸に含まれるデオキシコール酸が不
足することでC. difficileの発芽が促進される。現在
研究が進んでいるプロバイオティクスの中でも、
マウスモデルにおいてClostridium scindensは二次
胆汁酸を増加させC.difficileの発芽を抑制する効果
が認められている。またLactobacillus属菌にもC. 
difficileを抑制する効果が認められており予防薬と
して臨床応用が期待されている。

（黒田泰輔）

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）
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ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  
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NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
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催事案内

第32回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ

会期：2019年11月25日（月）12：10より
　　　　　　11月26日（火） 9：00より
会場：国際ファッションセンター(KFC Hal l  &

Rooms)
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1

（03-5610-5801）
プログラム ：
11月25日（月）　一般講演、ランチョンセミナー、

企業展示、JRAとの合同懇親会
11月26日（火）　一般講演、シンポジウム、優秀発

表賞候補講演、2019年学会賞受
賞講演、招待講演、症例検討会、
ランチョンセミナー、定時総会、
企業展示

　なお、11月25日(月)は、第61回JRA競走馬に関す
る調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：会員5,000円　　非会員7,000円
　　　  学生2,000円（学生証をご提示ください）
＊事前登録はありません。当日、受付(KFC Hall：
　3F)にてお支払いください。

【シンポジウム】
（KFC Hall：11月26日（火）　13：00-15：00）
座　長：田谷一善（日本ウマ科学会副会長）
　　　  木口明信（日本馬術連盟）
テーマ：「馬術競技をもっと知ろう！  - 2020年東
　　　　京オリンピック馬術競技を楽しむために ‒ 

・基調講演：近代オリンピックの歴史と馬術競技
菅野恵子（アンサングジーニアス）

・オリンピック馬術競技3種目の概要と大会
フォーマット　　　  北野あづさ（日本馬術連盟）

・オリンピック馬術の舞台裏　　̶競技会の獣医
事̶　　　　　　　　天谷友彦（FEI公認獣医師）

・オリンピック馬術の戦績分析から見えること
菅野恵子（アンサングジーニアス） 

・夢舞台、新生馬事公苑を紹介しよう！
間　弘子（JRA馬事部） 

・総合討論 

【臨床委員会企画　招待講演】
（KFC Hall：11月26日（火）　15：30-17：30）
座　長：栗本慎二郎 （JRA栗東トレーニング・セン
　　　  ター）
テーマ：後肢跛行の診断と治療について 
講演者：Dr. Florent David（Equine Veterinary 
　　　  Medical Center, Qatar）

【2019年学会賞受賞講演】
（KFC Hall：11月26日（火）　10：20-10：50）
座　長：桑原正貴（日本ウマ科学会常任理事） 
テーマ：低酸素下における呼吸循環機能とトレー
　　　  ニング効果に関する研究 
講演者：大村　一（JRA競走馬総合研究所）

【臨床委員会企画　症例検討会】 
（Room 101-102：11月 26日（火）　9：00-10：50）
座　長：安藤邦英（BTC軽種馬診療所）　
テーマ：馬の運動器疾患に対するリハビリテー
　　　  ション　
１．競走馬における浅屈腱炎と腕節構成骨剥離骨

折に対するリハビリテーションプロトコルに
ついて

飯森麻衣（JRA栗東トレーニング・センター） 
２．浅屈腱炎を発症した競走馬に対する超音波検

査と再生医療について
田村周久（JRA競走馬総合研究所） 

３．育成期における繋靭帯炎
佐藤大介（追分ファーム） 

４．四肢の骨折においてX線検査上残存する骨折
線の臨床的意義

日高修平（BTC軽種馬診療所） 

５．骨疾患に対するビスフォスフォネート製剤を
用いた治療

浮田悦子（カワタ エクワイン プラクティス） 
６．乗用馬の指節関節炎のマネージメント

齋藤芳裕（大和高原診療所） 
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　平成31年2月1日から2月3日にヒルトンお台
場・グランドニッコー東京台場で開催された第30
回日本臨床微生物学会総会・学術総会に参加した
ので、特に興味深かった内容についてその概要を
報告する。  

○「MALDI-TOF MSの基本と応用」
服部拓哉（名古屋第一赤十字病院）

　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法は人医療に
おいて世界的に使用されており、日本では2018年
に質量分析加算が新設され全国的な普及が進むこ
とが期待されている。本講演では多数の文献を引
用し、MALDI-TOF MSの使用における基本的な留

意事項、および今後の応用についての展望を紹介
していた。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定法については
導入当初は懐疑的な意見が多かったものの、16S 
rRNA系統解析と遜色ない程度の精度で菌種同定
ができること、従来の生化学的同定法では同定が
困難な細菌についても菌種同定ができることが明
らかとなっており、一般細菌に関しては有用性が
認められるようになった。また、誤同定の特徴が
徐々に明らかとなってきており、誤同定を生じや
すい細菌や同定が困難な細菌については数多くの
報告がされている。例えば、S t r e p t o c o c c u s  
pneumoniae（肺炎球菌）とStreptococcus mitis 
groupとの誤同定を起こしやすいことが明らかと
なっている。MALDI-TOF MSを用いて細菌同定を
行う場合には、このような特徴を考慮することが
重要である。
　MALDI-TOF MSを用いた細菌同定用装置として
は、Biotyper（Bruker社）とVITEK MS（bioMerieux
社）の二つが市場のほとんどを占めている。グラム
陽性球菌はVITEK MSの同定精度がやや高い、未知
の菌種に対する結果の得られ方が両機種で異なる
傾向が見られる等の報告はあるが、使用感や同定
精度に大きな差は認められていない。
　人の臨床例では、血液培養検体を用いた
MALDI-TOF MSでの直接同定が活発に行われてい
る。血液中に単一菌種が1～10CFU/mL存在してい
れば、直接同定が可能とされている。血液培養ボト
ルはボトル中の細菌数が106～108CFU/mL以上で
陽性になるため、血液培養ボトルが陽転した時点
で直接同定を行うことは理論上可能である。また、
血液培養ボトルから培養液を少量培地に継代し、
短時間（グラム陽性菌で６時間、グラム陰性菌で２
時間程度）培養したコロニーをかき集めて
MALDI-TOF MSによる同定を行うことで、早期に
菌種を特定することも可能である。
　MALDI-TOF MSの応用例として期待されること
は、薬剤耐性菌検出やタイピングである。薬剤耐性
菌の検出については、薬剤耐性の原因遺伝子がタ
ンパク発現しているものについては解析が期待さ
れ、既にMRSA（2415Daにmec由来のピークを認め
る）などについての報告がある。そのほかの薬剤耐

性菌検出方法としては、抗菌薬暴露後の細菌の有
無を調べる、抗菌薬を薬剤耐性菌に分解させた分
解産物をMALDI-TOF MSで解析するといった方法
も論じられているが、臨床現場での応用には課題
が残る。タイピングについては研究の域を出てい
ないが、Bruker社からは株タイピングを目的とし
た機器が発売されており、今後の発展が期待され
る。

○「次世代シークエンサーの臨床微生物検査への
応用」

飯田哲也（大阪大学微生物研究所）
　次世代シークエンサー（以下NGS）が市場に出て
から10年以上が過ぎ、近年では病原体のゲノム解
析が比較的短時間かつ安価に実施可能となってい
る。本講演では、NGSの臨床検体への使用例につい
て紹介があった。
　NGSによる臨床検体からの病原菌検出では、培
養が不要で検体から直接DNAもしくはRNAを抽出
するため、寄生虫・細菌・ウイルスを含めた網羅的
な探索が可能であるという特徴がある。このため、
通常の検査では検出されない病原菌や未知の病原
菌についても検出が可能である。実際にNGSによ
り新規病原菌が発見された例としては、ニホンザ
ルのレトロウイルス関連血小板減少症、食用ヒラ
メに寄生するKudoa属による食中毒が挙げられ
る。また、NGSによる解析結果は定量性についても
考察が可能と考えられる。コレラ菌培養陽性患者
の糞便についてNGSを用いたメタゲノム解析を
行った結果、コレラ菌の検出リード数と糞便中コ
レラ菌由来毒素量との相関関係が認められた。
NGSで検出される病原菌のリード数は検体内の病
原体数を反映していると考えられる。
　また、人医療分野では、NGSを用いた腸内フロー
ラの解析が盛んに行われている。メタゲノム解析
により、低体重児と健常児では糞便中の細菌構成
が異なる、ICU入院患者の糞便中細菌構成が変動
すると予後が悪いなど、興味深い結果が報告され
ている。
　MALDI-TOF MSやNGSは比較的新しい技術では
あるが、人医療では既に広く利用されている。動物
由来細菌についてこれらの技術を用いた研究が近

年増加する傾向にあり、獣医領域における活用が
期待されている。

（内田英里）

会期：2019年11月25日（月）12：10より
　　　　　　11月26日（火） 9：00より
会場：国際ファッションセンター(KFC Hal l  &

Rooms)
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1

（03-5610-5801）
プログラム ：
11月25日（月）　一般講演、ランチョンセミナー、

企業展示、JRAとの合同懇親会
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座　長：田谷一善（日本ウマ科学会副会長）
　　　  木口明信（日本馬術連盟）
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事̶　　　　　　　　天谷友彦（FEI公認獣医師）
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１．競走馬における浅屈腱炎と腕節構成骨剥離骨

折に対するリハビリテーションプロトコルに
ついて

飯森麻衣（JRA栗東トレーニング・センター） 
２．浅屈腱炎を発症した競走馬に対する超音波検

査と再生医療について
田村周久（JRA競走馬総合研究所） 

３．育成期における繋靭帯炎
佐藤大介（追分ファーム） 

４．四肢の骨折においてX線検査上残存する骨折
線の臨床的意義

日高修平（BTC軽種馬診療所） 

５．骨疾患に対するビスフォスフォネート製剤を
用いた治療

浮田悦子（カワタ エクワイン プラクティス） 
６．乗用馬の指節関節炎のマネージメント

齋藤芳裕（大和高原診療所） 
   
コメンテーター：Dr.  F lorent  David（Equine 
Veterinary Medical Center,Qatar）

【問い合わせ先】
○日本ウマ科学会事務局
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１．原稿の作成
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数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献

　記載方法は、一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）

　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先

〒329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所

「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@equinst.go.jp
電話：0285-44-0090（代表）
ファクシミリ：0285-44-5676
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