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巻　頭　言

競走馬総合研究所（下野）の新たな年を迎えて

　新しい競走馬総合研究所（以下、総研）になって満1年となる新年を迎えました。栃木県
宇都宮市に所在した総研本所が同下野市にあった総研栃木支所に移転・統合して、早い
もので一年が経過いたしました。平成9年2月に総研が東京都世田谷区から宇都宮育成牧
場跡地に移転してから平成27年12月までの約19年間で多くの研究成果を上げながら
も、この間の競馬会の流れに沿う形で生命科学研究室、施設研究室が廃止となりました。
残ったのは運動科学研究室と臨床医学研究室の二つの研究室だけであり、効率的に研究
を進めるうえで栃木支所との統合は最善の選択だったと考えられます。下野市に移転後
も、それまでと同等の研究活動が継続できる環境を整備していただいたことに感謝いた

します。
　さて、私事になってしまいますが、昨年3月に総研所長を拝命するまでの3年間を、公益社団法人日本装削蹄
協会（以下、日装）で勤務させていただきました。公益法人となる前の名称「日本装蹄師会」に馴染みがあります
が、装蹄師の養成や全国装蹄競技大会を主催している団体で、競馬関係者なら知らない人はいないでしょう。
しかしながら、私が担当したのは、馬ではなく牛です。競馬関係者には、日装が牛削蹄師の養成や全国牛削蹄競
技大会などを通じて日本の畜産の発展に寄与していることは、あまり知られていません。JRAで牛関係の業界
に派遣される職員は希少であり、牛削蹄関連事業の企画立案、実施、報告、予算の獲得など貴重な経験をさせて
いただきました。特に牛削蹄担当職員の人件費を含む予算の獲得が一番の悩みどころでした。また、多くの日
装会員の献身的な協力により協会の運営が成り立っていることを学ぶとともに、事業活動に制約を受ける多
くの公益法人に共通する課題と思われる“会員のメリット”をどう確保するのか、とても考えさせられる3年間
でした。余談ですが、日装は日本で最初に公益法人の認定を受けた団体で、とても厳しい指導を受け、特定の業
界に特化した“装蹄師会”という名称の使用を許可してもらえなかったそうです。その結果、“にっぽんそうさく
ていきょうかい”と、電話では殆んど通じない法人名に落ち着いたそうです。
　皆様ご存知のとおり、総研の研究は、理事長の諮問を受けた副理事長を委員長とする総合研究企画委員会の
調査審議を経て実施されています。昨年、その委員会審議結果の理事長上申の際に、後藤理事長から馬医療に
関するご意見をいただきました。「JRAの馬医療技術は、日本のトップであるべきだ」と。私がJRAに入会してか
ら約35年が経ちますが、その頃、トレセンの競走馬診療所が日本で一番だと先輩獣医職から教えられ指導を
受けてきました。しかし、今、残念ながらそのような指導をする獣医職は一人もいないのではないでしょうか。
獣医技術水準を組織として維持向上させることの難しさを身に染みて感じてきた者の一人として、総研とし
て何ができるのか。所員といっしょに考えながら行動に移していきたいと思います。
　昨年、大きな変革を迎えた総研ですが、皆様のご指導、ご協力を得ながら、今後とも競馬の発展に寄与したい
と考えます。よろしくお願いいたします。

　平成29年1月1日
競走馬総合研究所　　　　
所長　田　嶋　義　男　
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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研究レポート

堀　裕亮1, 2）・戸崎晃明3）・南保泰雄4）・佐藤文夫5）・石丸睦樹5）*・村山美穂2）・藤田和生1）

序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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　家畜の管理や訓練にとって、扱いやすさは重要な行動特性である。しかし、その遺伝的基盤は明らか
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及ぼすことが、様々な動物種で示されてきた。本研究では、HTR1Aの多型と、サラブレッドの扱いやすさ
の関連を調査した。育成牧場で飼育されている167頭の1歳馬の扱いやすさを、17項目から成る質問紙
を用いて評定した。質問紙による評定結果に対して、主成分分析を実施し、5つの主成分得点を得た。ま
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では、1つの主成分得点と遺伝子型との間に、有意な関連が見られた（P < 0.01）。c.709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらかった。本結果は、セロトニン関連の遺伝子多型が、ウマの扱いやすさに
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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表1　行動評定17 項目の定義

表S1　行動評定基準の詳細

序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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表2　5つの主成分に対する、17 項目の負荷量行列。
　　　太字は、0.50 を超える負荷量。 各主成分の寄与
　　   率、累積寄与率、内的整合性（Cronbachのα）も
　　   示す。

序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの



（5）

プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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図1

序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの

各性別、c. 709G>A の遺伝子型における、5 つの主成分得点の平
均（a: PC1、b: PC2、c: PC3、d: PC4、e: PC5)。A+は、A 対立遺伝子を
もつ個体 （遺伝子型がA/A またはA/G）、 A-は、A 対立遺伝子を
もたない個体（遺伝子型がG/G）を意味する。エラーバーは、平
均値の標準誤差を示す。アスタリスクは、統計的有意差を示す
（*P < 0.05, ***P < 0.001）。
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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表S2　対象馬167頭の性別、遺伝子型、行動得点

序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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プロモーター領域にあるg. -1019C>Gという一塩
基多型（SNP）は、うつや自殺（Lemonde et al .  
2003）、パニック障害のリスクを高めるとされて
いる（Straube et al. 2014）。
　家畜におけるセロトニン受容体遺伝子と行動と
の関連は、よくわかっていない。セロトニン受容体
遺伝子が、イヌの攻撃性に与える影響については、
いくつか研究が行われている。ゴールデンレト
リーバーを用いた研究では、セロトニン受容体遺
伝子（HTR1A, HTR1B, HTR2A）のSNPの、攻撃性への
影響は見られなかった（Van Den Berg et  a l .  
2008）。一方、イングリッシュコッカースパニエル
を用いた研究では、別のセロトニン受容体遺伝子
（HTR1D, HTR2C）が、攻撃性に有意に影響を与えて
いた（Vage et al. 2010）。ウマのHTR1Aでは、コー
ディング領域に2つのSNPが確認されている
（Momozawa et al. 2007）。これらのSNPは、アミノ
酸を変化させる非同義置換であるため、タンパク
質の機能に影響を与える可能性がある。しかしな
がら、これらのSNPがウマの行動に与える影響は、
まだ調べられていない。
　本研究では、サラブレッドの扱いやすさと、
HTR1A遺伝子多型との関連を調査した。育成牧場
の職員への質問紙調査によって、ウマの扱いやす
さを評定し、HTR1Aの遺伝子型と扱いやすさ得点
との関連を検討した。アミノ酸の変化はタンパク
質の機能に影響を与え、行動の差異につながる可
能性があるため、Momozawa et al. （2007）が報告
した2つのSNPに着目した。

材料と方法
対象個体
　JRA日高育成牧場で、2011年から2013年の間に
飼育されたサラブレッド1歳馬167頭（牡馬81頭、
牝馬86頭）の扱いやすさを評定した。これらのウ
マは、1歳の夏に競りで購入され、入厩した個体で
あった。秋から翌年の春までの10ヶ月間、競走馬
になるための騎乗馴致と調教を受けた。両親が同
じきょうだい個体は、分析から除外した。

行動評定
　3名の牧場職員が、入厩時、騎乗馴致時、調教時

のウマの扱いやすさを評定した。質問紙は17項目
から成り、3段階で評定が実施された（１：おとな
しい、２：やや難しい、３：難しい）。入厩時には、馬
体検査、最初の丸洗い、最初の手入れの3項目を評
定した。騎乗馴致時には、タオルパッティング、ス
トラップ馴致、ローラー装着、ダブルレーン、ドラ
イビング、馬房内騎乗、ペン内騎乗、800m走路騎
乗の8項目を評定した。調教時には、落馬数、馬運
車馴致、ゲート馴致の3項目を評価した。それに加
えて、繊細さ、自立度、反抗度の3項目に関する職
員の印象も記録した。各項目の詳細な定義を、表１
に示す。それぞれの項目の評定は、3名の職員の合
議によって決定された。各項目の基準の詳細を、表
S1に示す。

　行動評定データを縮約するために、バリマック
ス回転を伴う主成分分析を実施した。主成分の数
は、平行分析によって決定した。3段階評定データ
の相関関係をより適切に推定するために、平行分
析および主成分分析には、ポリコリック相関係数
行列を利用した（Olsson 1979）。負荷量が0.50を
超える項目を、主成分に含めた。それぞれの主成分

に含まれる項目の平均得点を、各個体の主成分得
点とした。

遺伝子型判定
　血液サンプルから、ゲノムDNAを抽出した。抽出
には、Ma g E x t r a c t o r TM  g e n om e  k i t  と
MagExtractor System MFX®-2100 （TOYOBO Life 
Science）を用いた。ウマのHTR1Aのコーディング
領域（GenBank: AB264325）のうち、338塩基対を
増幅するためのプライマー（fo rw a r d :  5 ’ -  
CTTTCTACATCCCGCTGCTG ‒ 3’ およびreverse: 5’ 
‒ CGTTGCGCTCATTTTTCTTC ‒ 3’）を設計した。こ
の領域には、先行研究（Momozawa et al. 2007）で
報告された2つのSNPが含まれていた。ポリメラー
ゼ連鎖反応（PCR）には、TaKaRa LA Taq with GC 
bufferを使用し、テンプレートDNAを約20ng含む、
10μlの反応液で実施した。はじめに、95℃での熱
変性を2分間実施した。続けて、95℃で30秒、60℃
で30秒、74℃で1分のサイクルを35回実施した。
最後に、74℃で10分間の伸長を実施した。PCR産
物は、High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche Diagnostics）を用いて精製した。Big Dye 
Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit とABI 
3130xl Genetic Analyzer （Applied Biosystems）を
用いて、PCR産物の塩基配列を決定した。MEGA ソ
フトウェアver. 6.0 （Tamura et al .  2013）と
FinchTVソフトウェアver. 1. 4. 0 （Geospiza）を用
いて、目視でSNPを確認した。全てのサンプルにつ
いて、最低2回の配列決定を実施した。

関連解析
　性別と遺伝子型を要因とする二要因分散分析
（ANOVA）を用いて、主成分得点と遺伝子型の関連
を検定した。全ての統計解析は、Rソフトウェア
ver .  3 .  1 .2  （R Foundat ion  for  S ta t i s t i ca l  
Computing）を用いて実施した。

倫理
　本研究は、京都大学の倫理規定に沿い、京都大学
大学院文学研究科動物実験委員会の承認を得て実
施した。

結果
行動特性
　平行分析に基づき、5つの主成分（PC）を構築し
た。これら5つの主成分は、データ全体の分散の
74%を説明していた。各主成分に対する、17項目
の負荷量行列を表２に示す。負荷量に基づき、全て
の項目を、5つの主成分のいずれか1つに配分し
た。内的整合性（Cronbachのα）は、0.46から0.79
であった。

　それぞれの主成分を構成する項目をもとに、主
成分の意味を解釈した。第1主成分（PC1）は、騎乗
馴致の中盤から後半に関連する6つの項目を含ん
でいた。ここから、PC1は、主に馬具の装着やドラ
イビング、騎乗時の扱いやすさを反映していると
解釈した。第2主成分（PC2）は、入厩時の3項目（馬
体検査、丸洗い、手入れ）を全て含んでいた。ここか
ら、PC2は、新しい環境への馴れやすさを反映して
いると解釈した。第3主成分（PC3）は、馬運車や
ゲートへの馴致に関連した項目を含んでいた。こ
こから、PC3は、大きい新奇物体への馴れやすさを
反映していると解釈した。第4主成分（PC4）は、自
立度や反抗度に関する職員の印象を反映してい

た。そして、第5主成分（PC5）は、タオルパッティン
グとストラップ馴致の2項目を含んでいた。ここ
から、PC5は、騎乗馴致の最初期における扱いやす
さを反映していると解釈した。

遺伝子型判定
　先行研究（Momozawa et al. 2007）で報告され
た、2つの非同義置換SNP（c.  709G>Aおよび
c.771G>C）を確認した。新規な多型は、見られな
かった。これらのSNPの遺伝子型頻度を、表３に示
す。少数派対立遺伝子の頻度は、c. 709G>Aで
0.05、c.771G>Cで0.10であった。ヘテロ接合度
（Ho）は、c. 709G>Aで0.10、c.771G>Cで0.21で
あった。いずれのS N Pの遺伝子型頻度も、
Hardy-Weinberg平衡からは逸脱していなかった
（Fisherの正確確率検定、c. 709G>AでP = 0.38、c. 
771G>CでP = 0.22）。c. 709G>Aとc. 771G>Cの間
の連鎖不平衡は、弱かった（r2 = 0.0065）。いずれの
SNPも少数派対立遺伝子の頻度が低かったため、
少数派対立遺伝子をもっているかをもとに集団を
分けて、以降の関連解析を実施した。c. 709G>Aで
は、A+群（A/AまたはA/G）とA-群（G/G）に分けた。c. 
771G>Cでは、C+群（C/CまたはC/G）とC-群（G/G）に
分けた。

関連解析
　二要因分散分析を用いて、5つの主成分得点と
遺伝子型との関連を検定した。全個体の行動得点
と遺伝子型を、表S2に示す。騎乗馴致の中盤から

後半の扱いやすさを示すPC1では、性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の有意な交互作用が見られた
（F (1, 163) = 7.90, P = 0.0055）。A+群では、性別の有
意な単純主効果が見られた（F (1, 163) = 11.64, P = 
0.0008）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
1.77, P = 0.19）。A+群では、牝馬の方が、牡馬より
も得点が高かった。牝馬では、遺伝子型の有意な単
純主効果が見られた（F (1, 163) = 15.03, P = 0.0002）
が、牡馬では見られなかった（F (1, 163) = 0.04, P = 
0.84）。A+の牝馬は、A-の牝馬よりも得点が高かっ
た（図1a）。
　PC2（入厩時の扱いやすさ）でも、PC1と似た結
果が見られた。性別とc. 709G>Aの遺伝子型の交
互作用は、有意傾向であった（F (1, 163) = 3.21, P = 
0.075）。性別の単純主効果は、A+群では有意傾向
であった（F (1, 163) = 3.63, P = 0.059）が、A-群では見
られなかった（F (1, 163) = 0.002, P = 0.97）。A+群で
は、牝馬の方が、牡馬よりも得点が高い傾向が見ら
れた。遺伝子型の単純主効果は、牝馬では有意で
あった（F (1, 163) = 3.98, P = 0.048）が、牡馬では見ら
れなかった（F (1, 163) = 0.34, P = 0.56）。A+の牝馬は、
A-の牝馬よりも得点が高かった（図1b）。

　PC3（ゲートや馬運車馴致時の扱いやすさ）で
は、性別とc. 709G>Aの遺伝子型両方の有意な主
効果が見られた（性別：F (1, 163) = 6.70, P = 0.011、c. 
709G>A：F (1, 163) = 11.70, P = 0.008）。有意な交互
作用は、見られなかった（F (1, 163) = 0.13, P = 0.72）。
牝馬は、牡馬よりも得点が高かった。また、A+群
は、A-群よりも得点が高かった（図1c）。
　PC4（自立度と反抗度）では、性別の主効果が有
意傾向であった（F (1, 163) = 3.05, P = 0.083）。牝馬
は、牡馬よりも得点が高かった（図1d）。しかしな
がら、c. 709G>Aの主効果および交互作用は、有意
ではなかった（c. 709G>A：F (1, 163) = 0.74, P = 0.39、
交互作用：F (1, 163) = 0.004, P = 0.95）。
　PC5（騎乗馴致初期の扱いやすさ）では、PC1、
PC2と似た結果が得られた（図1e）。性別とc.  
709G>Aの遺伝子型の、有意な交互作用が見られ
た（F (1, 163) = 14.96, P = 0.0002）。性別の単純主効
果は、A+群では有意であった（F (1, 163) = 16.13, P = 
0.0001）が、A-群では見られなかった（F (1,  163) = 
0.04, P = 0.85）。遺伝子型の単純主効果は、牝馬で
は有意であった（F (1, 163) = 15.27, P = 0.0001）が、
牡馬では見られなかった（F (1 ,  1 6 3 )  = 2.65, P = 
0.11）。c. 771G>Cは、いずれの主成分とも有意な
関連は見られなかった（全ての分析でP > 0.05）。

考察
　本研究では、牧場職員への質問紙調査で評定し
たサラブレッドの扱いやすさと、HTR1Aのc.  
709G>Aの遺伝子型との間に、有意な関連が見ら
れた。しかしながら、c. 709G>Aと性別との間に
は、交互作用も見られた。牝馬では、5つの主成分

のうち、PC4を除く4つで、c. 709G>Aの有意な効果
が見られた。A対立遺伝子をもつ牝馬は、一貫して、
G/G型の牝馬よりも高い得点を示した。牡馬では、
c. 709G>Aの効果は、PC3のみで見られた。傾向は
牝馬と同様で、A対立遺伝子をもつと、高い得点を
示した。これらの結果は、c. 709G>AのA対立遺伝
子をもつウマは、より扱いづらいことを示唆する。
また、その効果は、牝馬でより顕著であることも示
唆される。
　c. 709G>Aの効果に性差が見られたのは、不安
を制御するシステムに性差があるからかもしれな
い。近年の研究では、ラットにおけるHTR1Aによ
るストレス制御に、性差があることが示されてい
る（Goel et al. 2014）。性別による遺伝子多型の効
果の違いは、ヒトのセロトニントランスポーター
遺伝子（5HTT）でも報告されている。安静時の脳波
（EEG）の個人差は、女性では5HTTの遺伝子型の影
響を受けたが、男性では影響を受けなかった（Volf 
et al. 2015）。このようなセロトニンによるストレ
ス調節システムの性差は、ウマにも存在するのか
もしれない。
　本研究で得られた主成分は、異なる種類の不安
を示していると考えられる。牡馬と牝馬の両方で
c. 709G>Aの効果が見られたPC3は、ゲートや馬運
車への馴致に関連した項目を含んでいる。した
がって、PC3は新奇な視覚刺激に対する不安を示
していると考えられる。このことは、新奇物体テス
トを行い、PC3と得点を比較することで確認でき
るだろう。これに対して、牝馬のみでc.709G>Aの
効果が見られたPC1、PC2、PC5は、ヒトによる接触
や、馬具の装着に関連する項目を含んでいる。した

がって、PC2は入厩時、PC1およびPC5は騎乗馴致
時（PC1およびPC5）の、身体接触に対する不安を
示していると考えられる。今後、性別や不安の種類
と遺伝子型との交互作用は、より詳細に検討すべ
きである。
　本研究では、A/G型である個体は、G/G型の個体
と比較して扱いづらかった。しかしながら、今回の
対象個体の中には、A/A型の個体は1頭しかいな
かった。そのため、対立遺伝子の効果が、相加的か
どうかは不明である。A対立遺伝子の頻度は、非常
に低いと考えられる。したがって、より大きなサン
プルを用いて、A/A型の個体が「非常に扱いづら
い」性質を示すかどうかを再検討する必要がある。
有意な関連が見られなかったc. 771G>Cについて
も、C/C型の個体が、より扱いづらいかどうかを検
討する意義があるかもしれない。
　c. 709G>Aの分子的な機能は、今のところ不明
である。c. 709G>Aは、HTR1Aタンパク質の237番
目のアミノ酸を、グリシンからアルギニンに変化
させる（Momozawa et al. 2007）。UniProtデータ
ベース（accession no: Q0EAB6）によれば、237番
目のアミノ酸は、HTR1Aタンパク質の3つ目の細
胞膜内ループ（ICL3）に位置している。ICL3は、Gタ
ンパクと相互作用する領域である（Nichols & 
Nichols 2008）。ヒトのHTR1Aでは、複数のSNPが
コーディング領域に確認されている。そのうちの
1つである、p. Gly272Aspは同じくICL3にあり、不
安障害と関連するとされる（Suzuki et al. 2004）。
しかしながら、別の研究では、p. Gly272Aspの有意
な効果は見られなかった（Kawanishi et al. 1998; 
Nishiguchi et al. 2002; Yu et al. 2006）。したがっ
て、p. Gly272Aspの効果は、不明なままである。
ICL3にあるもう1つのSNPであるp. Arg219Leu
は、ヒトの細胞を用いた発現解析によって、シグナ
ル伝達効率の低下と関連していることが報告され
ている（Bruss et al. 2005）。しかし、p. Arg219Leu
と行動との関連は、今のところ不明である。非コー
ディング領域では、プロモーター領域のg .  
-1019C>GというSNPによって、セロトニン性の神
経伝達が低下し、うつや自殺のリスクが高まると
されている（Lemonde et al .  2003）。ウマのc. 
709G>Aも、受容体の機能に影響を及ぼす（おそら

くは、受容体の機能を低下させる）可能性はある。
しかしながら、そのメカニズムは、分子的な実験に
よって確認する必要がある。
　本研究の結果により、HTR1A遺伝子の多型が、競
走馬の育成期における扱いやすさに影響すること
が示唆された。ウマの行動特性の個体差に、セロト
ニン関連の遺伝子多型が影響を及ぼす可能性を示
したのは、この研究が初めてである。また、性別と
遺伝子型の間には、交互作用も見られた。より多く
のサンプルで追試を実施し、分子的な機能も解明
できれば、ウマの管理や訓練にとって重要な知見
となることが期待される。また、この多型や扱いや
すさ得点が、ウマの将来の競走成績に及ぼす影響
も興味深い。競走馬は、レースに関わる様々なスト
レスに対処する必要があるため、本研究で評定さ
れた不安関連の特性は重要である。本研究で対象
となったウマの競走成績を追跡調査するのも、意
義があると考えられる。
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序論
　家畜の管理や訓練において、扱いやすさは重要
な行動特性である。扱いづらい個体は、様々な場面
で問題を起こす可能性がある。扱いやすさに影響
する要因には、様々なものが考えられる。その中で
も特に重要と思われるのは、不安傾向である。不安
傾向が高い個体は、より扱いづらいと考えられる。
神経伝達物質の一種であるセロトニンとその受容
体は、ヒトを含む様々な動物種において、不安の制
御に重要な役割を果たす（Lucki 1998; Fernandez 

& Gaspar 2012）。特に、セロトニン受容体のサブ
タ イ プ の 1 つ で あ る 1 A［ H T R 1 A ;  
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G 
protein-coupled］は、不安の調節に重要であるとさ
れている（Ramboz et al. 1998; Gross et al. 2002; 
Richardson-Jones et al. 2011; Piszczek et al. 
2015）。
　HTR1Aをコードする遺伝子の多型は、不安関連
障害などの様々な精神疾患と関連することがわ
かっている（Drago et al. 2008）。例えば、HTR1Aの
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　HCUC馬の診断は難しい[3]。行動や手術を含む
完全な履歴が潜在精巣の正確な診断に必須である
が[20]、多くの馬の履歴は不十分である。行動学的
な情報は特に重要である。なぜなら雄性行動は残
存する精巣を示唆するからである[20]。診断法と
しては触診、超音波検査それに血清ホルモン測定
などがある。直腸検査で精巣の位置を診断する臨
床獣医師もいるが、本検査法が信用できると述べ
る研究者はわずかである[3]。既報によると、経直
腸による鼠径輪の触診の診断率は87％である
[22]。またある報告では、経直腸もしくは鼠径部の
触診で診断できたのは停留精巣11個中わずか2個
のみであった一方、超音波検査では100％診断で
きた[14]。
　血中テストステロン濃度によるセン馬と潜在精
巣馬の鑑別誤診率は14％である[20]。また、血中エ
ストロゲン濃度による潜在精巣の診断率は96％
である[4]。潜在精巣の標準的な検査であるヒト絨
毛性ゴナドトロピン(hCG)刺激試験の診断率は
94.6％と報告されている[9]。しかし、この方法は2
日にわたる複数回の採血が必要であり、テストス
テロン産生を促すことからドーピング作用を有す
るため競技馬には利用しづらい。さらに、ホルモン
濃度は測定系によって値が異なりうるため、各測
定系における標準値を理解しておく必要がある
[20]。
　抗ミューラー管ホルモン（Ant i -Mül ler ian  
hormone, AMH）はTGF-βスーパーファミリーに
属する糖タンパクホルモンである。雄の胎子期に
おいてセルトリ細胞から分泌され、後の卵管とな
るミューラー管の退行を促す[16]。ヒトにおいて
AMHは出生後も分泌し[15, 21]、性成熟前に高く、
その後顕著に低下する[1, 5, 17]。ウマにおいても
胎子精巣におけるセルトリ細胞で強く発現し、性
成熟前の精巣では弱く、成馬ではわずかとなる[2, 
6]。また、血中AMH濃度においても性成熟前で成
熟後よりも高い[8]。また、潜在精巣馬における血
中AMH濃度は正常雄よりも高く[8]、セン馬の血中
AMH濃度は測定系における検出限界以下である
[8]。ヒト小児科において、AMHは潜在精巣と無精
巣症との鑑別法としてよく知られている。AMHは
セルトリ細胞由来のため、血中AMHの測定は精巣

組織の存在の指標となりうる[13, 18, 19]。
　本研究の目的はHUCU馬において残存する潜在
精巣のAMH分泌を免疫組織化学的手法および血
中AMH濃度によって確かめ、ウマ潜在精巣の診断
マーカーとしてのAMHの有用性を検証すること
である。

材料および方法
供試動物
　正常馬11頭（サラブレッド種、15.4±6.4歳、平
均値±S D）、セン馬6頭（サラブレッド種、
11.2±4.9歳）およびHCUC馬8頭（サラブレッド種
4頭、ポニー2頭、クォーターホース1頭、ウエスト
ファーレン種1頭、6.3±3.2歳）を用いた。HCUC馬
は去勢歴があり、外見上陰嚢内に精巣が認められ
ないものの、雄性行動から潜在精巣を疑い、外科的
に腹腔内に停留した精巣を確認した馬を対象とし
た。加えて、正常馬（サラブレッド種4頭、2.3±0.5
歳）に対して去勢術を実施し、術後の血中濃度の推
移を調べた。本研究は日高育成牧場実験動物管理
委員会の承認を得て実施した。

採血
　正常馬とセン馬の採血は4月に行った。一方、
HCUC馬は臨床獣医師から相談を受けた時期に
よって2、3、4、7、8月に採血した。去勢術は6月お
よび10月に実施し、術前から術後4日目までは毎
日、以後2日毎に採血した。血液は頚静脈から真空
採血管を用いて採血し、4℃、1880gにて10分間遠
心分離された後、血清を分離し、測定まで-20℃で
保存した。

血中AMH濃度測定
　血中AMH濃度の測定はサンドイッチ法を原理
とする市販のELISAキット、AMH Gen II ELISA
（#A73818、 Beckman Coulter、 Inc.、 Brea、 CA、 
USA）を用いた。本測定系の測定下限値は0.16 
ng/mLであり、本研究においてはそれ以下を0 
ng/mLとした。全ての血清検体は2重測定を実施し
た。本測定系のアッセイ内およびアッセイ間変動
係数はそれぞれ5.6%および5.4%以下であった。

免疫組織化学的染色
　正常精巣は2歳サラブレッド種、雄の去勢手術
時に採取し、潜在精巣は4歳ポニーの腹腔内から
外科的に摘出した。精巣組織はパラフィン包埋し、
4 μmに薄切、免疫組織化学的染色（以下、免疫染
色）を施した。AMHの発現を検出するため、過去に
ウマ精巣で報告されているアビジンービオチンー
ペルオキシダーゼ複合体法（ABC法）を用いた免疫
染色を行った[6]。染色後、各スライドはヘマトキ
シリンで対比染色した。1次抗体には抗ヒトAMH
ヤギポリクローナル抗体（sc-6886、 Santa Cruz 
Biotechnology、 Santa Cruz、 CA、 USA）を用いた。
陰性対照として、1次抗体をブロッキングペプチ
ド（sc-6886P、 Santa Cruz Biotechnology、 Santa 
Cruz、 CA、 USA）と混合し（1:5; w:w）、4℃にて一昼
夜おいたものを1次抗体の代わりに用いた。

統計解析
　正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度の有意
差を検定するため、一元配置分散分析を行った後、
多重比較検定法としてTukey’s HSD testを用いた。
去勢術前後の血清濃度の変化を検定するために、
Dunnett’s testを用いた。有意水準は5％とし、
p<0.05で有意差ありと判断した。これらの検定は
JMP software（SAS研究所日本株式会社、東京）を
用いた。測定値は平均±標準誤差（Standard Error、 
SE）で表記する。

結果
正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度
　セン馬の血中AMH濃度はいずれも検出限界以
下（<0.16 ng/mL）であったが、正常馬とHCUC馬の
血中AMH濃度はそれぞれ13.3±1.8  ng/mL
（1.7-21.9 ng/mL）、17.6±3.0 ng/mL（3.1-28.2 
ng/mL）であった（図2）。正常馬とHCUC馬の間に
有意差は認められなかった。

正常馬における去勢術後の血中AMH濃度の推移
　4頭の去勢前の血中AMH濃度はそれぞれ8.7、
9.1、11.3および27.0 ng/mLであった。術後AMH濃
度は有意に低下し、術前を100％とした際の推移
は1日目79.9±4.7％、2日目60.2±4.0％および3

日目44.5±3.6％であった。生物学的半減期はおよ
そ2.5日であった（図3）。

正常精巣および潜在精巣におけるAMH免疫組織
化学的局在
　潜在精巣は正常精巣と比べて精子形成細胞の層
が薄く、精細管の直径が小さく、間質が広かった。
免疫染色によりAMHの発現はセルトリ細胞で認
められたが精原細胞では認められなかった（図4A, 
B）。

考察
　本研究では血中AMH濃度がHCUC馬とセン馬の
鑑別マーカーとして有用であるか検証した。
　血中AMHはこれまでの報告[8]と同様、正常馬で

検出され、セン馬では検出下限であり、検出されな
かった。また、正常馬よりもHCUC馬の方が高い傾
向にあったものの有意差は認められなかった。一
方、DSL測定系The Active AMH ELISA（Diagnostic 
Systems Laboratories、 Webster、 TX、 USA）を用
いたClaesらの報告では、正常馬は15 ng/mLであ
るのに対し、潜在精巣馬は33 ng/mLと有意に高い
値を示した[8]。この違いの原因は、対側の精巣の
存在と採血時期が異なるためと考えられる。本研
究では対側の正常精巣がないHCUC馬を用いたの
に対し、Claesらの報告[8]では正常精巣が残存する
ウマ、摘出されたウマ、潜在するウマが混在してい
る。したがって本研究では正常精巣が存在しない
分、AMH濃度が低くなったと考えられる。また、雄
における血中AMH濃度は日照時間による影響を
受け、長日期は短日期よりも約1.7倍高い[8]。本研
究においては、正常馬が長日期の4月に採血した
のに対してHCUC馬は短日期も含まれていたた
め、HCUC馬で低かったかもしれない。
　従来の検査法である血中テストステロン濃度や
エストロン濃度、hCG負荷試験などはセン馬と雄
の測定値が交差するため、誤診するケースがある
[3, 4, 9-11]。また、ホルモン濃度は測定系によって
値が異なるため、結果の解釈には熟練を要する。一
方、血中AMHはセン馬では検出されず、HCUC馬で
は検出されたことから、セン馬とHCUC馬の境界

は明瞭であった。このことから、AMHは既存の検
査法よりも明確に精巣の有無を診断しうると考え
られる。
　血中AMH濃度が去勢術後に漸減し、2週間後に
は検出されなくなったことから、精巣がAMH分泌
に関与していることを確認した。生物学的半減期
は約2.5日であったが、ヒトにおいては27.6±0.8
時間と報告されており[12]、今回の結果より短い。
本研究と同じくセン馬を用いた調査においても
1.5日と報告されているが[8]、この違いの理由に
ついては不明である。
　また、免疫染色により潜在精巣セルトリ細胞に
おいてAMH陽性を認めた。これは、ウマにおいて
もセルトリ細胞で発現しているという従来の報告
と同様であった[6]。去勢後に血中AMHが検出され
なくなることからも、精巣は雄におけるAMH分泌
に必須であることを示しており、血中AMHが精巣
の有無を明確に反映することを裏付けた。
　以上のことより、本研究では雄におけるAMH分
泌は精巣に依存しており、正常精巣のみならず潜
在精巣においても分泌されていることから、血中
AMH濃度が潜在精巣における簡便かつ確実な診
断マーカーであることを明らかにした。
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研究レポート

村瀬晴崇1)・齋藤重彰2)・天谷友彦2)・佐藤文夫1)・Barry A. Ball3)・南保泰雄4)

はじめに
　潜在精巣は一方もしくは両側の精巣が陰嚢内に
下降しない疾患であり、あらゆる哺乳動物で起こ
りうるが、特にヒト、ブタそしてウマで頻度が高い 
[7, 23]。ウマにおける発生率は5-8％であり、その
ほとんどは片側性である [3]。間質細胞（ライ
ディッヒ細胞）は熱感受性ではないため、腹腔内で
もテストステロンを産生、雄性行動が残存する
[3]。しばしば、片側性潜在精巣馬が不適切な去勢
術によって、正常な下降精巣のみが摘出され、潜在
精巣が体内に残存しているにもかかわらずセン馬
と誤認されることがある(hem i - c a s t r a t e d  
unilateral cryptorchid, HCUC)（図1）。

要約

　胎子期の精巣から分泌される抗ミューラー管ホルモン（AMH）は、本来雄胎子においてミューラー管
を退行させる因子であるが、出生後にも分泌され続けることが知られている。本研究ではウマ潜在精巣
の診断マーカーとしての血中AMHの有用性を評価した。正常雄馬、下降した精巣のみ摘出された片側性
潜在精巣馬、およびセン馬において血中AMH濃度を測定した。加えて、免疫組織学的に精巣内における
AMH発現を確認した。血中AMH濃度は正常雄馬(n=11)で 13.3 ± 1.8 ng/ml、片側性潜在精巣馬(n=8)で
17.6 ± 3.0 ng/mlである一方、セン馬(n=6)では検出されず、血中AMHが精巣の有無を反映することが
示された。また、AMH免疫組織化学的染色において、正常精巣および潜在精巣のセルトリ細胞は好染し、
潜在精巣においてもAMHを分泌していることを確かめた。以上の結果から下降側のみ精巣摘出された
片側性潜在精巣馬においても残存する精巣からAMHを分泌しており、血中AMHを測定することが診断
に有用であることが示された。
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血中抗ミューラー管ホルモン測定による
片側性潜在精巣の診断

図1
HCUC馬の外貌。外貌からは潜在精巣を推定することはでき
ず、同馬がセン馬か雄かの鑑別は困難。
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　HCUC馬の診断は難しい[3]。行動や手術を含む
完全な履歴が潜在精巣の正確な診断に必須である
が[20]、多くの馬の履歴は不十分である。行動学的
な情報は特に重要である。なぜなら雄性行動は残
存する精巣を示唆するからである[20]。診断法と
しては触診、超音波検査それに血清ホルモン測定
などがある。直腸検査で精巣の位置を診断する臨
床獣医師もいるが、本検査法が信用できると述べ
る研究者はわずかである[3]。既報によると、経直
腸による鼠径輪の触診の診断率は87％である
[22]。またある報告では、経直腸もしくは鼠径部の
触診で診断できたのは停留精巣11個中わずか2個
のみであった一方、超音波検査では100％診断で
きた[14]。
　血中テストステロン濃度によるセン馬と潜在精
巣馬の鑑別誤診率は14％である[20]。また、血中エ
ストロゲン濃度による潜在精巣の診断率は96％
である[4]。潜在精巣の標準的な検査であるヒト絨
毛性ゴナドトロピン(hCG)刺激試験の診断率は
94.6％と報告されている[9]。しかし、この方法は2
日にわたる複数回の採血が必要であり、テストス
テロン産生を促すことからドーピング作用を有す
るため競技馬には利用しづらい。さらに、ホルモン
濃度は測定系によって値が異なりうるため、各測
定系における標準値を理解しておく必要がある
[20]。
　抗ミューラー管ホルモン（Ant i -Mül ler ian  
hormone, AMH）はTGF-βスーパーファミリーに
属する糖タンパクホルモンである。雄の胎子期に
おいてセルトリ細胞から分泌され、後の卵管とな
るミューラー管の退行を促す[16]。ヒトにおいて
AMHは出生後も分泌し[15, 21]、性成熟前に高く、
その後顕著に低下する[1, 5, 17]。ウマにおいても
胎子精巣におけるセルトリ細胞で強く発現し、性
成熟前の精巣では弱く、成馬ではわずかとなる[2, 
6]。また、血中AMH濃度においても性成熟前で成
熟後よりも高い[8]。また、潜在精巣馬における血
中AMH濃度は正常雄よりも高く[8]、セン馬の血中
AMH濃度は測定系における検出限界以下である
[8]。ヒト小児科において、AMHは潜在精巣と無精
巣症との鑑別法としてよく知られている。AMHは
セルトリ細胞由来のため、血中AMHの測定は精巣

組織の存在の指標となりうる[13, 18, 19]。
　本研究の目的はHUCU馬において残存する潜在
精巣のAMH分泌を免疫組織化学的手法および血
中AMH濃度によって確かめ、ウマ潜在精巣の診断
マーカーとしてのAMHの有用性を検証すること
である。

材料および方法
供試動物
　正常馬11頭（サラブレッド種、15.4±6.4歳、平
均値±S D）、セン馬6頭（サラブレッド種、
11.2±4.9歳）およびHCUC馬8頭（サラブレッド種
4頭、ポニー2頭、クォーターホース1頭、ウエスト
ファーレン種1頭、6.3±3.2歳）を用いた。HCUC馬
は去勢歴があり、外見上陰嚢内に精巣が認められ
ないものの、雄性行動から潜在精巣を疑い、外科的
に腹腔内に停留した精巣を確認した馬を対象とし
た。加えて、正常馬（サラブレッド種4頭、2.3±0.5
歳）に対して去勢術を実施し、術後の血中濃度の推
移を調べた。本研究は日高育成牧場実験動物管理
委員会の承認を得て実施した。

採血
　正常馬とセン馬の採血は4月に行った。一方、
HCUC馬は臨床獣医師から相談を受けた時期に
よって2、3、4、7、8月に採血した。去勢術は6月お
よび10月に実施し、術前から術後4日目までは毎
日、以後2日毎に採血した。血液は頚静脈から真空
採血管を用いて採血し、4℃、1880gにて10分間遠
心分離された後、血清を分離し、測定まで-20℃で
保存した。

血中AMH濃度測定
　血中AMH濃度の測定はサンドイッチ法を原理
とする市販のELISAキット、AMH Gen II ELISA
（#A73818、 Beckman Coulter、 Inc.、 Brea、 CA、 
USA）を用いた。本測定系の測定下限値は0.16 
ng/mLであり、本研究においてはそれ以下を0 
ng/mLとした。全ての血清検体は2重測定を実施し
た。本測定系のアッセイ内およびアッセイ間変動
係数はそれぞれ5.6%および5.4%以下であった。

免疫組織化学的染色
　正常精巣は2歳サラブレッド種、雄の去勢手術
時に採取し、潜在精巣は4歳ポニーの腹腔内から
外科的に摘出した。精巣組織はパラフィン包埋し、
4 μmに薄切、免疫組織化学的染色（以下、免疫染
色）を施した。AMHの発現を検出するため、過去に
ウマ精巣で報告されているアビジンービオチンー
ペルオキシダーゼ複合体法（ABC法）を用いた免疫
染色を行った[6]。染色後、各スライドはヘマトキ
シリンで対比染色した。1次抗体には抗ヒトAMH
ヤギポリクローナル抗体（sc-6886、 Santa Cruz 
Biotechnology、 Santa Cruz、 CA、 USA）を用いた。
陰性対照として、1次抗体をブロッキングペプチ
ド（sc-6886P、 Santa Cruz Biotechnology、 Santa 
Cruz、 CA、 USA）と混合し（1:5; w:w）、4℃にて一昼
夜おいたものを1次抗体の代わりに用いた。

統計解析
　正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度の有意
差を検定するため、一元配置分散分析を行った後、
多重比較検定法としてTukey’s HSD testを用いた。
去勢術前後の血清濃度の変化を検定するために、
Dunnett’s testを用いた。有意水準は5％とし、
p<0.05で有意差ありと判断した。これらの検定は
JMP software（SAS研究所日本株式会社、東京）を
用いた。測定値は平均±標準誤差（Standard Error、 
SE）で表記する。

結果
正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度
　セン馬の血中AMH濃度はいずれも検出限界以
下（<0.16 ng/mL）であったが、正常馬とHCUC馬の
血中AMH濃度はそれぞれ13.3±1.8  ng/mL
（1.7-21.9 ng/mL）、17.6±3.0 ng/mL（3.1-28.2 
ng/mL）であった（図2）。正常馬とHCUC馬の間に
有意差は認められなかった。

正常馬における去勢術後の血中AMH濃度の推移
　4頭の去勢前の血中AMH濃度はそれぞれ8.7、
9.1、11.3および27.0 ng/mLであった。術後AMH濃
度は有意に低下し、術前を100％とした際の推移
は1日目79.9±4.7％、2日目60.2±4.0％および3

日目44.5±3.6％であった。生物学的半減期はおよ
そ2.5日であった（図3）。

正常精巣および潜在精巣におけるAMH免疫組織
化学的局在
　潜在精巣は正常精巣と比べて精子形成細胞の層
が薄く、精細管の直径が小さく、間質が広かった。
免疫染色によりAMHの発現はセルトリ細胞で認
められたが精原細胞では認められなかった（図4A, 
B）。

考察
　本研究では血中AMH濃度がHCUC馬とセン馬の
鑑別マーカーとして有用であるか検証した。
　血中AMHはこれまでの報告[8]と同様、正常馬で

検出され、セン馬では検出下限であり、検出されな
かった。また、正常馬よりもHCUC馬の方が高い傾
向にあったものの有意差は認められなかった。一
方、DSL測定系The Active AMH ELISA（Diagnostic 
Systems Laboratories、 Webster、 TX、 USA）を用
いたClaesらの報告では、正常馬は15 ng/mLであ
るのに対し、潜在精巣馬は33 ng/mLと有意に高い
値を示した[8]。この違いの原因は、対側の精巣の
存在と採血時期が異なるためと考えられる。本研
究では対側の正常精巣がないHCUC馬を用いたの
に対し、Claesらの報告[8]では正常精巣が残存する
ウマ、摘出されたウマ、潜在するウマが混在してい
る。したがって本研究では正常精巣が存在しない
分、AMH濃度が低くなったと考えられる。また、雄
における血中AMH濃度は日照時間による影響を
受け、長日期は短日期よりも約1.7倍高い[8]。本研
究においては、正常馬が長日期の4月に採血した
のに対してHCUC馬は短日期も含まれていたた
め、HCUC馬で低かったかもしれない。
　従来の検査法である血中テストステロン濃度や
エストロン濃度、hCG負荷試験などはセン馬と雄
の測定値が交差するため、誤診するケースがある
[3, 4, 9-11]。また、ホルモン濃度は測定系によって
値が異なるため、結果の解釈には熟練を要する。一
方、血中AMHはセン馬では検出されず、HCUC馬で
は検出されたことから、セン馬とHCUC馬の境界

は明瞭であった。このことから、AMHは既存の検
査法よりも明確に精巣の有無を診断しうると考え
られる。
　血中AMH濃度が去勢術後に漸減し、2週間後に
は検出されなくなったことから、精巣がAMH分泌
に関与していることを確認した。生物学的半減期
は約2.5日であったが、ヒトにおいては27.6±0.8
時間と報告されており[12]、今回の結果より短い。
本研究と同じくセン馬を用いた調査においても
1.5日と報告されているが[8]、この違いの理由に
ついては不明である。
　また、免疫染色により潜在精巣セルトリ細胞に
おいてAMH陽性を認めた。これは、ウマにおいて
もセルトリ細胞で発現しているという従来の報告
と同様であった[6]。去勢後に血中AMHが検出され
なくなることからも、精巣は雄におけるAMH分泌
に必須であることを示しており、血中AMHが精巣
の有無を明確に反映することを裏付けた。
　以上のことより、本研究では雄におけるAMH分
泌は精巣に依存しており、正常精巣のみならず潜
在精巣においても分泌されていることから、血中
AMH濃度が潜在精巣における簡便かつ確実な診
断マーカーであることを明らかにした。
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はじめに
　潜在精巣は一方もしくは両側の精巣が陰嚢内に
下降しない疾患であり、あらゆる哺乳動物で起こ
りうるが、特にヒト、ブタそしてウマで頻度が高い 
[7, 23]。ウマにおける発生率は5-8％であり、その
ほとんどは片側性である [3]。間質細胞（ライ
ディッヒ細胞）は熱感受性ではないため、腹腔内で
もテストステロンを産生、雄性行動が残存する
[3]。しばしば、片側性潜在精巣馬が不適切な去勢
術によって、正常な下降精巣のみが摘出され、潜在
精巣が体内に残存しているにもかかわらずセン馬
と誤認されることがある(hem i - c a s t r a t e d  
unilateral cryptorchid, HCUC)（図1）。
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　HCUC馬の診断は難しい[3]。行動や手術を含む
完全な履歴が潜在精巣の正確な診断に必須である
が[20]、多くの馬の履歴は不十分である。行動学的
な情報は特に重要である。なぜなら雄性行動は残
存する精巣を示唆するからである[20]。診断法と
しては触診、超音波検査それに血清ホルモン測定
などがある。直腸検査で精巣の位置を診断する臨
床獣医師もいるが、本検査法が信用できると述べ
る研究者はわずかである[3]。既報によると、経直
腸による鼠径輪の触診の診断率は87％である
[22]。またある報告では、経直腸もしくは鼠径部の
触診で診断できたのは停留精巣11個中わずか2個
のみであった一方、超音波検査では100％診断で
きた[14]。
　血中テストステロン濃度によるセン馬と潜在精
巣馬の鑑別誤診率は14％である[20]。また、血中エ
ストロゲン濃度による潜在精巣の診断率は96％
である[4]。潜在精巣の標準的な検査であるヒト絨
毛性ゴナドトロピン(hCG)刺激試験の診断率は
94.6％と報告されている[9]。しかし、この方法は2
日にわたる複数回の採血が必要であり、テストス
テロン産生を促すことからドーピング作用を有す
るため競技馬には利用しづらい。さらに、ホルモン
濃度は測定系によって値が異なりうるため、各測
定系における標準値を理解しておく必要がある
[20]。
　抗ミューラー管ホルモン（Ant i -Mül ler ian  
hormone, AMH）はTGF-βスーパーファミリーに
属する糖タンパクホルモンである。雄の胎子期に
おいてセルトリ細胞から分泌され、後の卵管とな
るミューラー管の退行を促す[16]。ヒトにおいて
AMHは出生後も分泌し[15, 21]、性成熟前に高く、
その後顕著に低下する[1, 5, 17]。ウマにおいても
胎子精巣におけるセルトリ細胞で強く発現し、性
成熟前の精巣では弱く、成馬ではわずかとなる[2, 
6]。また、血中AMH濃度においても性成熟前で成
熟後よりも高い[8]。また、潜在精巣馬における血
中AMH濃度は正常雄よりも高く[8]、セン馬の血中
AMH濃度は測定系における検出限界以下である
[8]。ヒト小児科において、AMHは潜在精巣と無精
巣症との鑑別法としてよく知られている。AMHは
セルトリ細胞由来のため、血中AMHの測定は精巣

組織の存在の指標となりうる[13, 18, 19]。
　本研究の目的はHUCU馬において残存する潜在
精巣のAMH分泌を免疫組織化学的手法および血
中AMH濃度によって確かめ、ウマ潜在精巣の診断
マーカーとしてのAMHの有用性を検証すること
である。

材料および方法
供試動物
　正常馬11頭（サラブレッド種、15.4±6.4歳、平
均値±S D）、セン馬6頭（サラブレッド種、
11.2±4.9歳）およびHCUC馬8頭（サラブレッド種
4頭、ポニー2頭、クォーターホース1頭、ウエスト
ファーレン種1頭、6.3±3.2歳）を用いた。HCUC馬
は去勢歴があり、外見上陰嚢内に精巣が認められ
ないものの、雄性行動から潜在精巣を疑い、外科的
に腹腔内に停留した精巣を確認した馬を対象とし
た。加えて、正常馬（サラブレッド種4頭、2.3±0.5
歳）に対して去勢術を実施し、術後の血中濃度の推
移を調べた。本研究は日高育成牧場実験動物管理
委員会の承認を得て実施した。

採血
　正常馬とセン馬の採血は4月に行った。一方、
HCUC馬は臨床獣医師から相談を受けた時期に
よって2、3、4、7、8月に採血した。去勢術は6月お
よび10月に実施し、術前から術後4日目までは毎
日、以後2日毎に採血した。血液は頚静脈から真空
採血管を用いて採血し、4℃、1880gにて10分間遠
心分離された後、血清を分離し、測定まで-20℃で
保存した。

血中AMH濃度測定
　血中AMH濃度の測定はサンドイッチ法を原理
とする市販のELISAキット、AMH Gen II ELISA
（#A73818、 Beckman Coulter、 Inc.、 Brea、 CA、 
USA）を用いた。本測定系の測定下限値は0.16 
ng/mLであり、本研究においてはそれ以下を0 
ng/mLとした。全ての血清検体は2重測定を実施し
た。本測定系のアッセイ内およびアッセイ間変動
係数はそれぞれ5.6%および5.4%以下であった。

免疫組織化学的染色
　正常精巣は2歳サラブレッド種、雄の去勢手術
時に採取し、潜在精巣は4歳ポニーの腹腔内から
外科的に摘出した。精巣組織はパラフィン包埋し、
4 μmに薄切、免疫組織化学的染色（以下、免疫染
色）を施した。AMHの発現を検出するため、過去に
ウマ精巣で報告されているアビジンービオチンー
ペルオキシダーゼ複合体法（ABC法）を用いた免疫
染色を行った[6]。染色後、各スライドはヘマトキ
シリンで対比染色した。1次抗体には抗ヒトAMH
ヤギポリクローナル抗体（sc-6886、 Santa Cruz 
Biotechnology、 Santa Cruz、 CA、 USA）を用いた。
陰性対照として、1次抗体をブロッキングペプチ
ド（sc-6886P、 Santa Cruz Biotechnology、 Santa 
Cruz、 CA、 USA）と混合し（1:5; w:w）、4℃にて一昼
夜おいたものを1次抗体の代わりに用いた。

統計解析
　正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度の有意
差を検定するため、一元配置分散分析を行った後、
多重比較検定法としてTukey’s HSD testを用いた。
去勢術前後の血清濃度の変化を検定するために、
Dunnett’s testを用いた。有意水準は5％とし、
p<0.05で有意差ありと判断した。これらの検定は
JMP software（SAS研究所日本株式会社、東京）を
用いた。測定値は平均±標準誤差（Standard Error、 
SE）で表記する。

結果
正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度
　セン馬の血中AMH濃度はいずれも検出限界以
下（<0.16 ng/mL）であったが、正常馬とHCUC馬の
血中AMH濃度はそれぞれ13.3±1.8  ng/mL
（1.7-21.9 ng/mL）、17.6±3.0 ng/mL（3.1-28.2 
ng/mL）であった（図2）。正常馬とHCUC馬の間に
有意差は認められなかった。

正常馬における去勢術後の血中AMH濃度の推移
　4頭の去勢前の血中AMH濃度はそれぞれ8.7、
9.1、11.3および27.0 ng/mLであった。術後AMH濃
度は有意に低下し、術前を100％とした際の推移
は1日目79.9±4.7％、2日目60.2±4.0％および3

日目44.5±3.6％であった。生物学的半減期はおよ
そ2.5日であった（図3）。

正常精巣および潜在精巣におけるAMH免疫組織
化学的局在
　潜在精巣は正常精巣と比べて精子形成細胞の層
が薄く、精細管の直径が小さく、間質が広かった。
免疫染色によりAMHの発現はセルトリ細胞で認
められたが精原細胞では認められなかった（図4A, 
B）。

考察
　本研究では血中AMH濃度がHCUC馬とセン馬の
鑑別マーカーとして有用であるか検証した。
　血中AMHはこれまでの報告[8]と同様、正常馬で

検出され、セン馬では検出下限であり、検出されな
かった。また、正常馬よりもHCUC馬の方が高い傾
向にあったものの有意差は認められなかった。一
方、DSL測定系The Active AMH ELISA（Diagnostic 
Systems Laboratories、 Webster、 TX、 USA）を用
いたClaesらの報告では、正常馬は15 ng/mLであ
るのに対し、潜在精巣馬は33 ng/mLと有意に高い
値を示した[8]。この違いの原因は、対側の精巣の
存在と採血時期が異なるためと考えられる。本研
究では対側の正常精巣がないHCUC馬を用いたの
に対し、Claesらの報告[8]では正常精巣が残存する
ウマ、摘出されたウマ、潜在するウマが混在してい
る。したがって本研究では正常精巣が存在しない
分、AMH濃度が低くなったと考えられる。また、雄
における血中AMH濃度は日照時間による影響を
受け、長日期は短日期よりも約1.7倍高い[8]。本研
究においては、正常馬が長日期の4月に採血した
のに対してHCUC馬は短日期も含まれていたた
め、HCUC馬で低かったかもしれない。
　従来の検査法である血中テストステロン濃度や
エストロン濃度、hCG負荷試験などはセン馬と雄
の測定値が交差するため、誤診するケースがある
[3, 4, 9-11]。また、ホルモン濃度は測定系によって
値が異なるため、結果の解釈には熟練を要する。一
方、血中AMHはセン馬では検出されず、HCUC馬で
は検出されたことから、セン馬とHCUC馬の境界

は明瞭であった。このことから、AMHは既存の検
査法よりも明確に精巣の有無を診断しうると考え
られる。
　血中AMH濃度が去勢術後に漸減し、2週間後に
は検出されなくなったことから、精巣がAMH分泌
に関与していることを確認した。生物学的半減期
は約2.5日であったが、ヒトにおいては27.6±0.8
時間と報告されており[12]、今回の結果より短い。
本研究と同じくセン馬を用いた調査においても
1.5日と報告されているが[8]、この違いの理由に
ついては不明である。
　また、免疫染色により潜在精巣セルトリ細胞に
おいてAMH陽性を認めた。これは、ウマにおいて
もセルトリ細胞で発現しているという従来の報告
と同様であった[6]。去勢後に血中AMHが検出され
なくなることからも、精巣は雄におけるAMH分泌
に必須であることを示しており、血中AMHが精巣
の有無を明確に反映することを裏付けた。
　以上のことより、本研究では雄におけるAMH分
泌は精巣に依存しており、正常精巣のみならず潜
在精巣においても分泌されていることから、血中
AMH濃度が潜在精巣における簡便かつ確実な診
断マーカーであることを明らかにした。
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はじめに
　潜在精巣は一方もしくは両側の精巣が陰嚢内に
下降しない疾患であり、あらゆる哺乳動物で起こ
りうるが、特にヒト、ブタそしてウマで頻度が高い 
[7, 23]。ウマにおける発生率は5-8％であり、その
ほとんどは片側性である [3]。間質細胞（ライ
ディッヒ細胞）は熱感受性ではないため、腹腔内で
もテストステロンを産生、雄性行動が残存する
[3]。しばしば、片側性潜在精巣馬が不適切な去勢
術によって、正常な下降精巣のみが摘出され、潜在
精巣が体内に残存しているにもかかわらずセン馬
と誤認されることがある(hem i - c a s t r a t e d  
unilateral cryptorchid, HCUC)（図1）。

図2
正常馬、HCUC馬、去勢馬の血中AMH濃度。セン馬からは検出さ
れなかった(0 ng/mL)。a, b：異なる文字間に有意差あり（p< 
0.05）。

図3
去勢術後の血中AMH濃度。術前値を100％として術後の低下を
示す。生物学的半減期はおよそ2.5日であった。アスタリスク
（＊）は術前（0日）との有意差（p<0.05）を示す。
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　HCUC馬の診断は難しい[3]。行動や手術を含む
完全な履歴が潜在精巣の正確な診断に必須である
が[20]、多くの馬の履歴は不十分である。行動学的
な情報は特に重要である。なぜなら雄性行動は残
存する精巣を示唆するからである[20]。診断法と
しては触診、超音波検査それに血清ホルモン測定
などがある。直腸検査で精巣の位置を診断する臨
床獣医師もいるが、本検査法が信用できると述べ
る研究者はわずかである[3]。既報によると、経直
腸による鼠径輪の触診の診断率は87％である
[22]。またある報告では、経直腸もしくは鼠径部の
触診で診断できたのは停留精巣11個中わずか2個
のみであった一方、超音波検査では100％診断で
きた[14]。
　血中テストステロン濃度によるセン馬と潜在精
巣馬の鑑別誤診率は14％である[20]。また、血中エ
ストロゲン濃度による潜在精巣の診断率は96％
である[4]。潜在精巣の標準的な検査であるヒト絨
毛性ゴナドトロピン(hCG)刺激試験の診断率は
94.6％と報告されている[9]。しかし、この方法は2
日にわたる複数回の採血が必要であり、テストス
テロン産生を促すことからドーピング作用を有す
るため競技馬には利用しづらい。さらに、ホルモン
濃度は測定系によって値が異なりうるため、各測
定系における標準値を理解しておく必要がある
[20]。
　抗ミューラー管ホルモン（Ant i -Mül ler ian  
hormone, AMH）はTGF-βスーパーファミリーに
属する糖タンパクホルモンである。雄の胎子期に
おいてセルトリ細胞から分泌され、後の卵管とな
るミューラー管の退行を促す[16]。ヒトにおいて
AMHは出生後も分泌し[15, 21]、性成熟前に高く、
その後顕著に低下する[1, 5, 17]。ウマにおいても
胎子精巣におけるセルトリ細胞で強く発現し、性
成熟前の精巣では弱く、成馬ではわずかとなる[2, 
6]。また、血中AMH濃度においても性成熟前で成
熟後よりも高い[8]。また、潜在精巣馬における血
中AMH濃度は正常雄よりも高く[8]、セン馬の血中
AMH濃度は測定系における検出限界以下である
[8]。ヒト小児科において、AMHは潜在精巣と無精
巣症との鑑別法としてよく知られている。AMHは
セルトリ細胞由来のため、血中AMHの測定は精巣

組織の存在の指標となりうる[13, 18, 19]。
　本研究の目的はHUCU馬において残存する潜在
精巣のAMH分泌を免疫組織化学的手法および血
中AMH濃度によって確かめ、ウマ潜在精巣の診断
マーカーとしてのAMHの有用性を検証すること
である。

材料および方法
供試動物
　正常馬11頭（サラブレッド種、15.4±6.4歳、平
均値±S D）、セン馬6頭（サラブレッド種、
11.2±4.9歳）およびHCUC馬8頭（サラブレッド種
4頭、ポニー2頭、クォーターホース1頭、ウエスト
ファーレン種1頭、6.3±3.2歳）を用いた。HCUC馬
は去勢歴があり、外見上陰嚢内に精巣が認められ
ないものの、雄性行動から潜在精巣を疑い、外科的
に腹腔内に停留した精巣を確認した馬を対象とし
た。加えて、正常馬（サラブレッド種4頭、2.3±0.5
歳）に対して去勢術を実施し、術後の血中濃度の推
移を調べた。本研究は日高育成牧場実験動物管理
委員会の承認を得て実施した。

採血
　正常馬とセン馬の採血は4月に行った。一方、
HCUC馬は臨床獣医師から相談を受けた時期に
よって2、3、4、7、8月に採血した。去勢術は6月お
よび10月に実施し、術前から術後4日目までは毎
日、以後2日毎に採血した。血液は頚静脈から真空
採血管を用いて採血し、4℃、1880gにて10分間遠
心分離された後、血清を分離し、測定まで-20℃で
保存した。

血中AMH濃度測定
　血中AMH濃度の測定はサンドイッチ法を原理
とする市販のELISAキット、AMH Gen II ELISA
（#A73818、 Beckman Coulter、 Inc.、 Brea、 CA、 
USA）を用いた。本測定系の測定下限値は0.16 
ng/mLであり、本研究においてはそれ以下を0 
ng/mLとした。全ての血清検体は2重測定を実施し
た。本測定系のアッセイ内およびアッセイ間変動
係数はそれぞれ5.6%および5.4%以下であった。

免疫組織化学的染色
　正常精巣は2歳サラブレッド種、雄の去勢手術
時に採取し、潜在精巣は4歳ポニーの腹腔内から
外科的に摘出した。精巣組織はパラフィン包埋し、
4 μmに薄切、免疫組織化学的染色（以下、免疫染
色）を施した。AMHの発現を検出するため、過去に
ウマ精巣で報告されているアビジンービオチンー
ペルオキシダーゼ複合体法（ABC法）を用いた免疫
染色を行った[6]。染色後、各スライドはヘマトキ
シリンで対比染色した。1次抗体には抗ヒトAMH
ヤギポリクローナル抗体（sc-6886、 Santa Cruz 
Biotechnology、 Santa Cruz、 CA、 USA）を用いた。
陰性対照として、1次抗体をブロッキングペプチ
ド（sc-6886P、 Santa Cruz Biotechnology、 Santa 
Cruz、 CA、 USA）と混合し（1:5; w:w）、4℃にて一昼
夜おいたものを1次抗体の代わりに用いた。

統計解析
　正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度の有意
差を検定するため、一元配置分散分析を行った後、
多重比較検定法としてTukey’s HSD testを用いた。
去勢術前後の血清濃度の変化を検定するために、
Dunnett’s testを用いた。有意水準は5％とし、
p<0.05で有意差ありと判断した。これらの検定は
JMP software（SAS研究所日本株式会社、東京）を
用いた。測定値は平均±標準誤差（Standard Error、 
SE）で表記する。

結果
正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度
　セン馬の血中AMH濃度はいずれも検出限界以
下（<0.16 ng/mL）であったが、正常馬とHCUC馬の
血中AMH濃度はそれぞれ13.3±1.8  ng/mL
（1.7-21.9 ng/mL）、17.6±3.0 ng/mL（3.1-28.2 
ng/mL）であった（図2）。正常馬とHCUC馬の間に
有意差は認められなかった。

正常馬における去勢術後の血中AMH濃度の推移
　4頭の去勢前の血中AMH濃度はそれぞれ8.7、
9.1、11.3および27.0 ng/mLであった。術後AMH濃
度は有意に低下し、術前を100％とした際の推移
は1日目79.9±4.7％、2日目60.2±4.0％および3

日目44.5±3.6％であった。生物学的半減期はおよ
そ2.5日であった（図3）。

正常精巣および潜在精巣におけるAMH免疫組織
化学的局在
　潜在精巣は正常精巣と比べて精子形成細胞の層
が薄く、精細管の直径が小さく、間質が広かった。
免疫染色によりAMHの発現はセルトリ細胞で認
められたが精原細胞では認められなかった（図4A, 
B）。

考察
　本研究では血中AMH濃度がHCUC馬とセン馬の
鑑別マーカーとして有用であるか検証した。
　血中AMHはこれまでの報告[8]と同様、正常馬で

検出され、セン馬では検出下限であり、検出されな
かった。また、正常馬よりもHCUC馬の方が高い傾
向にあったものの有意差は認められなかった。一
方、DSL測定系The Active AMH ELISA（Diagnostic 
Systems Laboratories、 Webster、 TX、 USA）を用
いたClaesらの報告では、正常馬は15 ng/mLであ
るのに対し、潜在精巣馬は33 ng/mLと有意に高い
値を示した[8]。この違いの原因は、対側の精巣の
存在と採血時期が異なるためと考えられる。本研
究では対側の正常精巣がないHCUC馬を用いたの
に対し、Claesらの報告[8]では正常精巣が残存する
ウマ、摘出されたウマ、潜在するウマが混在してい
る。したがって本研究では正常精巣が存在しない
分、AMH濃度が低くなったと考えられる。また、雄
における血中AMH濃度は日照時間による影響を
受け、長日期は短日期よりも約1.7倍高い[8]。本研
究においては、正常馬が長日期の4月に採血した
のに対してHCUC馬は短日期も含まれていたた
め、HCUC馬で低かったかもしれない。
　従来の検査法である血中テストステロン濃度や
エストロン濃度、hCG負荷試験などはセン馬と雄
の測定値が交差するため、誤診するケースがある
[3, 4, 9-11]。また、ホルモン濃度は測定系によって
値が異なるため、結果の解釈には熟練を要する。一
方、血中AMHはセン馬では検出されず、HCUC馬で
は検出されたことから、セン馬とHCUC馬の境界

は明瞭であった。このことから、AMHは既存の検
査法よりも明確に精巣の有無を診断しうると考え
られる。
　血中AMH濃度が去勢術後に漸減し、2週間後に
は検出されなくなったことから、精巣がAMH分泌
に関与していることを確認した。生物学的半減期
は約2.5日であったが、ヒトにおいては27.6±0.8
時間と報告されており[12]、今回の結果より短い。
本研究と同じくセン馬を用いた調査においても
1.5日と報告されているが[8]、この違いの理由に
ついては不明である。
　また、免疫染色により潜在精巣セルトリ細胞に
おいてAMH陽性を認めた。これは、ウマにおいて
もセルトリ細胞で発現しているという従来の報告
と同様であった[6]。去勢後に血中AMHが検出され
なくなることからも、精巣は雄におけるAMH分泌
に必須であることを示しており、血中AMHが精巣
の有無を明確に反映することを裏付けた。
　以上のことより、本研究では雄におけるAMH分
泌は精巣に依存しており、正常精巣のみならず潜
在精巣においても分泌されていることから、血中
AMH濃度が潜在精巣における簡便かつ確実な診
断マーカーであることを明らかにした。
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はじめに
　潜在精巣は一方もしくは両側の精巣が陰嚢内に
下降しない疾患であり、あらゆる哺乳動物で起こ
りうるが、特にヒト、ブタそしてウマで頻度が高い 
[7, 23]。ウマにおける発生率は5-8％であり、その
ほとんどは片側性である [3]。間質細胞（ライ
ディッヒ細胞）は熱感受性ではないため、腹腔内で
もテストステロンを産生、雄性行動が残存する
[3]。しばしば、片側性潜在精巣馬が不適切な去勢
術によって、正常な下降精巣のみが摘出され、潜在
精巣が体内に残存しているにもかかわらずセン馬
と誤認されることがある(hem i - c a s t r a t e d  
unilateral cryptorchid, HCUC)（図1）。

図4
正常精巣（A）および潜在精巣（B）におけるAMH免疫組織化学的
染色。上段は弱拡大像を示す（Scale bars = 200 μm）。潜在精巣
では正常精巣と比べ、精細管径が小さく、間質が広い。また、精
母細胞が少ない。下段は強拡大像を示す（Scale bars = 20 μ
m）。セルトリ細胞（矢印）において好染が認められたが、精母細
胞（矢頭）では認められない。ブロッキングペプチドを用いた陰
性対照像を挿入図で示す。
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　HCUC馬の診断は難しい[3]。行動や手術を含む
完全な履歴が潜在精巣の正確な診断に必須である
が[20]、多くの馬の履歴は不十分である。行動学的
な情報は特に重要である。なぜなら雄性行動は残
存する精巣を示唆するからである[20]。診断法と
しては触診、超音波検査それに血清ホルモン測定
などがある。直腸検査で精巣の位置を診断する臨
床獣医師もいるが、本検査法が信用できると述べ
る研究者はわずかである[3]。既報によると、経直
腸による鼠径輪の触診の診断率は87％である
[22]。またある報告では、経直腸もしくは鼠径部の
触診で診断できたのは停留精巣11個中わずか2個
のみであった一方、超音波検査では100％診断で
きた[14]。
　血中テストステロン濃度によるセン馬と潜在精
巣馬の鑑別誤診率は14％である[20]。また、血中エ
ストロゲン濃度による潜在精巣の診断率は96％
である[4]。潜在精巣の標準的な検査であるヒト絨
毛性ゴナドトロピン(hCG)刺激試験の診断率は
94.6％と報告されている[9]。しかし、この方法は2
日にわたる複数回の採血が必要であり、テストス
テロン産生を促すことからドーピング作用を有す
るため競技馬には利用しづらい。さらに、ホルモン
濃度は測定系によって値が異なりうるため、各測
定系における標準値を理解しておく必要がある
[20]。
　抗ミューラー管ホルモン（Ant i -Mül ler ian  
hormone, AMH）はTGF-βスーパーファミリーに
属する糖タンパクホルモンである。雄の胎子期に
おいてセルトリ細胞から分泌され、後の卵管とな
るミューラー管の退行を促す[16]。ヒトにおいて
AMHは出生後も分泌し[15, 21]、性成熟前に高く、
その後顕著に低下する[1, 5, 17]。ウマにおいても
胎子精巣におけるセルトリ細胞で強く発現し、性
成熟前の精巣では弱く、成馬ではわずかとなる[2, 
6]。また、血中AMH濃度においても性成熟前で成
熟後よりも高い[8]。また、潜在精巣馬における血
中AMH濃度は正常雄よりも高く[8]、セン馬の血中
AMH濃度は測定系における検出限界以下である
[8]。ヒト小児科において、AMHは潜在精巣と無精
巣症との鑑別法としてよく知られている。AMHは
セルトリ細胞由来のため、血中AMHの測定は精巣

組織の存在の指標となりうる[13, 18, 19]。
　本研究の目的はHUCU馬において残存する潜在
精巣のAMH分泌を免疫組織化学的手法および血
中AMH濃度によって確かめ、ウマ潜在精巣の診断
マーカーとしてのAMHの有用性を検証すること
である。

材料および方法
供試動物
　正常馬11頭（サラブレッド種、15.4±6.4歳、平
均値±S D）、セン馬6頭（サラブレッド種、
11.2±4.9歳）およびHCUC馬8頭（サラブレッド種
4頭、ポニー2頭、クォーターホース1頭、ウエスト
ファーレン種1頭、6.3±3.2歳）を用いた。HCUC馬
は去勢歴があり、外見上陰嚢内に精巣が認められ
ないものの、雄性行動から潜在精巣を疑い、外科的
に腹腔内に停留した精巣を確認した馬を対象とし
た。加えて、正常馬（サラブレッド種4頭、2.3±0.5
歳）に対して去勢術を実施し、術後の血中濃度の推
移を調べた。本研究は日高育成牧場実験動物管理
委員会の承認を得て実施した。

採血
　正常馬とセン馬の採血は4月に行った。一方、
HCUC馬は臨床獣医師から相談を受けた時期に
よって2、3、4、7、8月に採血した。去勢術は6月お
よび10月に実施し、術前から術後4日目までは毎
日、以後2日毎に採血した。血液は頚静脈から真空
採血管を用いて採血し、4℃、1880gにて10分間遠
心分離された後、血清を分離し、測定まで-20℃で
保存した。

血中AMH濃度測定
　血中AMH濃度の測定はサンドイッチ法を原理
とする市販のELISAキット、AMH Gen II ELISA
（#A73818、 Beckman Coulter、 Inc.、 Brea、 CA、 
USA）を用いた。本測定系の測定下限値は0.16 
ng/mLであり、本研究においてはそれ以下を0 
ng/mLとした。全ての血清検体は2重測定を実施し
た。本測定系のアッセイ内およびアッセイ間変動
係数はそれぞれ5.6%および5.4%以下であった。

免疫組織化学的染色
　正常精巣は2歳サラブレッド種、雄の去勢手術
時に採取し、潜在精巣は4歳ポニーの腹腔内から
外科的に摘出した。精巣組織はパラフィン包埋し、
4 μmに薄切、免疫組織化学的染色（以下、免疫染
色）を施した。AMHの発現を検出するため、過去に
ウマ精巣で報告されているアビジンービオチンー
ペルオキシダーゼ複合体法（ABC法）を用いた免疫
染色を行った[6]。染色後、各スライドはヘマトキ
シリンで対比染色した。1次抗体には抗ヒトAMH
ヤギポリクローナル抗体（sc-6886、 Santa Cruz 
Biotechnology、 Santa Cruz、 CA、 USA）を用いた。
陰性対照として、1次抗体をブロッキングペプチ
ド（sc-6886P、 Santa Cruz Biotechnology、 Santa 
Cruz、 CA、 USA）と混合し（1:5; w:w）、4℃にて一昼
夜おいたものを1次抗体の代わりに用いた。

統計解析
　正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度の有意
差を検定するため、一元配置分散分析を行った後、
多重比較検定法としてTukey’s HSD testを用いた。
去勢術前後の血清濃度の変化を検定するために、
Dunnett’s testを用いた。有意水準は5％とし、
p<0.05で有意差ありと判断した。これらの検定は
JMP software（SAS研究所日本株式会社、東京）を
用いた。測定値は平均±標準誤差（Standard Error、 
SE）で表記する。

結果
正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度
　セン馬の血中AMH濃度はいずれも検出限界以
下（<0.16 ng/mL）であったが、正常馬とHCUC馬の
血中AMH濃度はそれぞれ13.3±1.8  ng/mL
（1.7-21.9 ng/mL）、17.6±3.0 ng/mL（3.1-28.2 
ng/mL）であった（図2）。正常馬とHCUC馬の間に
有意差は認められなかった。

正常馬における去勢術後の血中AMH濃度の推移
　4頭の去勢前の血中AMH濃度はそれぞれ8.7、
9.1、11.3および27.0 ng/mLであった。術後AMH濃
度は有意に低下し、術前を100％とした際の推移
は1日目79.9±4.7％、2日目60.2±4.0％および3

日目44.5±3.6％であった。生物学的半減期はおよ
そ2.5日であった（図3）。

正常精巣および潜在精巣におけるAMH免疫組織
化学的局在
　潜在精巣は正常精巣と比べて精子形成細胞の層
が薄く、精細管の直径が小さく、間質が広かった。
免疫染色によりAMHの発現はセルトリ細胞で認
められたが精原細胞では認められなかった（図4A, 
B）。

考察
　本研究では血中AMH濃度がHCUC馬とセン馬の
鑑別マーカーとして有用であるか検証した。
　血中AMHはこれまでの報告[8]と同様、正常馬で

検出され、セン馬では検出下限であり、検出されな
かった。また、正常馬よりもHCUC馬の方が高い傾
向にあったものの有意差は認められなかった。一
方、DSL測定系The Active AMH ELISA（Diagnostic 
Systems Laboratories、 Webster、 TX、 USA）を用
いたClaesらの報告では、正常馬は15 ng/mLであ
るのに対し、潜在精巣馬は33 ng/mLと有意に高い
値を示した[8]。この違いの原因は、対側の精巣の
存在と採血時期が異なるためと考えられる。本研
究では対側の正常精巣がないHCUC馬を用いたの
に対し、Claesらの報告[8]では正常精巣が残存する
ウマ、摘出されたウマ、潜在するウマが混在してい
る。したがって本研究では正常精巣が存在しない
分、AMH濃度が低くなったと考えられる。また、雄
における血中AMH濃度は日照時間による影響を
受け、長日期は短日期よりも約1.7倍高い[8]。本研
究においては、正常馬が長日期の4月に採血した
のに対してHCUC馬は短日期も含まれていたた
め、HCUC馬で低かったかもしれない。
　従来の検査法である血中テストステロン濃度や
エストロン濃度、hCG負荷試験などはセン馬と雄
の測定値が交差するため、誤診するケースがある
[3, 4, 9-11]。また、ホルモン濃度は測定系によって
値が異なるため、結果の解釈には熟練を要する。一
方、血中AMHはセン馬では検出されず、HCUC馬で
は検出されたことから、セン馬とHCUC馬の境界

は明瞭であった。このことから、AMHは既存の検
査法よりも明確に精巣の有無を診断しうると考え
られる。
　血中AMH濃度が去勢術後に漸減し、2週間後に
は検出されなくなったことから、精巣がAMH分泌
に関与していることを確認した。生物学的半減期
は約2.5日であったが、ヒトにおいては27.6±0.8
時間と報告されており[12]、今回の結果より短い。
本研究と同じくセン馬を用いた調査においても
1.5日と報告されているが[8]、この違いの理由に
ついては不明である。
　また、免疫染色により潜在精巣セルトリ細胞に
おいてAMH陽性を認めた。これは、ウマにおいて
もセルトリ細胞で発現しているという従来の報告
と同様であった[6]。去勢後に血中AMHが検出され
なくなることからも、精巣は雄におけるAMH分泌
に必須であることを示しており、血中AMHが精巣
の有無を明確に反映することを裏付けた。
　以上のことより、本研究では雄におけるAMH分
泌は精巣に依存しており、正常精巣のみならず潜
在精巣においても分泌されていることから、血中
AMH濃度が潜在精巣における簡便かつ確実な診
断マーカーであることを明らかにした。
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はじめに
　潜在精巣は一方もしくは両側の精巣が陰嚢内に
下降しない疾患であり、あらゆる哺乳動物で起こ
りうるが、特にヒト、ブタそしてウマで頻度が高い 
[7, 23]。ウマにおける発生率は5-8％であり、その
ほとんどは片側性である [3]。間質細胞（ライ
ディッヒ細胞）は熱感受性ではないため、腹腔内で
もテストステロンを産生、雄性行動が残存する
[3]。しばしば、片側性潜在精巣馬が不適切な去勢
術によって、正常な下降精巣のみが摘出され、潜在
精巣が体内に残存しているにもかかわらずセン馬
と誤認されることがある(hem i - c a s t r a t e d  
unilateral cryptorchid, HCUC)（図1）。



（16） 馬の科学　Vol.54（1）2017

　HCUC馬の診断は難しい[3]。行動や手術を含む
完全な履歴が潜在精巣の正確な診断に必須である
が[20]、多くの馬の履歴は不十分である。行動学的
な情報は特に重要である。なぜなら雄性行動は残
存する精巣を示唆するからである[20]。診断法と
しては触診、超音波検査それに血清ホルモン測定
などがある。直腸検査で精巣の位置を診断する臨
床獣医師もいるが、本検査法が信用できると述べ
る研究者はわずかである[3]。既報によると、経直
腸による鼠径輪の触診の診断率は87％である
[22]。またある報告では、経直腸もしくは鼠径部の
触診で診断できたのは停留精巣11個中わずか2個
のみであった一方、超音波検査では100％診断で
きた[14]。
　血中テストステロン濃度によるセン馬と潜在精
巣馬の鑑別誤診率は14％である[20]。また、血中エ
ストロゲン濃度による潜在精巣の診断率は96％
である[4]。潜在精巣の標準的な検査であるヒト絨
毛性ゴナドトロピン(hCG)刺激試験の診断率は
94.6％と報告されている[9]。しかし、この方法は2
日にわたる複数回の採血が必要であり、テストス
テロン産生を促すことからドーピング作用を有す
るため競技馬には利用しづらい。さらに、ホルモン
濃度は測定系によって値が異なりうるため、各測
定系における標準値を理解しておく必要がある
[20]。
　抗ミューラー管ホルモン（Ant i -Mül ler ian  
hormone, AMH）はTGF-βスーパーファミリーに
属する糖タンパクホルモンである。雄の胎子期に
おいてセルトリ細胞から分泌され、後の卵管とな
るミューラー管の退行を促す[16]。ヒトにおいて
AMHは出生後も分泌し[15, 21]、性成熟前に高く、
その後顕著に低下する[1, 5, 17]。ウマにおいても
胎子精巣におけるセルトリ細胞で強く発現し、性
成熟前の精巣では弱く、成馬ではわずかとなる[2, 
6]。また、血中AMH濃度においても性成熟前で成
熟後よりも高い[8]。また、潜在精巣馬における血
中AMH濃度は正常雄よりも高く[8]、セン馬の血中
AMH濃度は測定系における検出限界以下である
[8]。ヒト小児科において、AMHは潜在精巣と無精
巣症との鑑別法としてよく知られている。AMHは
セルトリ細胞由来のため、血中AMHの測定は精巣

組織の存在の指標となりうる[13, 18, 19]。
　本研究の目的はHUCU馬において残存する潜在
精巣のAMH分泌を免疫組織化学的手法および血
中AMH濃度によって確かめ、ウマ潜在精巣の診断
マーカーとしてのAMHの有用性を検証すること
である。

材料および方法
供試動物
　正常馬11頭（サラブレッド種、15.4±6.4歳、平
均値±S D）、セン馬6頭（サラブレッド種、
11.2±4.9歳）およびHCUC馬8頭（サラブレッド種
4頭、ポニー2頭、クォーターホース1頭、ウエスト
ファーレン種1頭、6.3±3.2歳）を用いた。HCUC馬
は去勢歴があり、外見上陰嚢内に精巣が認められ
ないものの、雄性行動から潜在精巣を疑い、外科的
に腹腔内に停留した精巣を確認した馬を対象とし
た。加えて、正常馬（サラブレッド種4頭、2.3±0.5
歳）に対して去勢術を実施し、術後の血中濃度の推
移を調べた。本研究は日高育成牧場実験動物管理
委員会の承認を得て実施した。

採血
　正常馬とセン馬の採血は4月に行った。一方、
HCUC馬は臨床獣医師から相談を受けた時期に
よって2、3、4、7、8月に採血した。去勢術は6月お
よび10月に実施し、術前から術後4日目までは毎
日、以後2日毎に採血した。血液は頚静脈から真空
採血管を用いて採血し、4℃、1880gにて10分間遠
心分離された後、血清を分離し、測定まで-20℃で
保存した。

血中AMH濃度測定
　血中AMH濃度の測定はサンドイッチ法を原理
とする市販のELISAキット、AMH Gen II ELISA
（#A73818、 Beckman Coulter、 Inc.、 Brea、 CA、 
USA）を用いた。本測定系の測定下限値は0.16 
ng/mLであり、本研究においてはそれ以下を0 
ng/mLとした。全ての血清検体は2重測定を実施し
た。本測定系のアッセイ内およびアッセイ間変動
係数はそれぞれ5.6%および5.4%以下であった。

免疫組織化学的染色
　正常精巣は2歳サラブレッド種、雄の去勢手術
時に採取し、潜在精巣は4歳ポニーの腹腔内から
外科的に摘出した。精巣組織はパラフィン包埋し、
4 μmに薄切、免疫組織化学的染色（以下、免疫染
色）を施した。AMHの発現を検出するため、過去に
ウマ精巣で報告されているアビジンービオチンー
ペルオキシダーゼ複合体法（ABC法）を用いた免疫
染色を行った[6]。染色後、各スライドはヘマトキ
シリンで対比染色した。1次抗体には抗ヒトAMH
ヤギポリクローナル抗体（sc-6886、 Santa Cruz 
Biotechnology、 Santa Cruz、 CA、 USA）を用いた。
陰性対照として、1次抗体をブロッキングペプチ
ド（sc-6886P、 Santa Cruz Biotechnology、 Santa 
Cruz、 CA、 USA）と混合し（1:5; w:w）、4℃にて一昼
夜おいたものを1次抗体の代わりに用いた。

統計解析
　正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度の有意
差を検定するため、一元配置分散分析を行った後、
多重比較検定法としてTukey’s HSD testを用いた。
去勢術前後の血清濃度の変化を検定するために、
Dunnett’s testを用いた。有意水準は5％とし、
p<0.05で有意差ありと判断した。これらの検定は
JMP software（SAS研究所日本株式会社、東京）を
用いた。測定値は平均±標準誤差（Standard Error、 
SE）で表記する。

結果
正常馬、HCUC馬、セン馬の血中AMH濃度
　セン馬の血中AMH濃度はいずれも検出限界以
下（<0.16 ng/mL）であったが、正常馬とHCUC馬の
血中AMH濃度はそれぞれ13.3±1.8  ng/mL
（1.7-21.9 ng/mL）、17.6±3.0 ng/mL（3.1-28.2 
ng/mL）であった（図2）。正常馬とHCUC馬の間に
有意差は認められなかった。

正常馬における去勢術後の血中AMH濃度の推移
　4頭の去勢前の血中AMH濃度はそれぞれ8.7、
9.1、11.3および27.0 ng/mLであった。術後AMH濃
度は有意に低下し、術前を100％とした際の推移
は1日目79.9±4.7％、2日目60.2±4.0％および3

日目44.5±3.6％であった。生物学的半減期はおよ
そ2.5日であった（図3）。

正常精巣および潜在精巣におけるAMH免疫組織
化学的局在
　潜在精巣は正常精巣と比べて精子形成細胞の層
が薄く、精細管の直径が小さく、間質が広かった。
免疫染色によりAMHの発現はセルトリ細胞で認
められたが精原細胞では認められなかった（図4A, 
B）。

考察
　本研究では血中AMH濃度がHCUC馬とセン馬の
鑑別マーカーとして有用であるか検証した。
　血中AMHはこれまでの報告[8]と同様、正常馬で

検出され、セン馬では検出下限であり、検出されな
かった。また、正常馬よりもHCUC馬の方が高い傾
向にあったものの有意差は認められなかった。一
方、DSL測定系The Active AMH ELISA（Diagnostic 
Systems Laboratories、 Webster、 TX、 USA）を用
いたClaesらの報告では、正常馬は15 ng/mLであ
るのに対し、潜在精巣馬は33 ng/mLと有意に高い
値を示した[8]。この違いの原因は、対側の精巣の
存在と採血時期が異なるためと考えられる。本研
究では対側の正常精巣がないHCUC馬を用いたの
に対し、Claesらの報告[8]では正常精巣が残存する
ウマ、摘出されたウマ、潜在するウマが混在してい
る。したがって本研究では正常精巣が存在しない
分、AMH濃度が低くなったと考えられる。また、雄
における血中AMH濃度は日照時間による影響を
受け、長日期は短日期よりも約1.7倍高い[8]。本研
究においては、正常馬が長日期の4月に採血した
のに対してHCUC馬は短日期も含まれていたた
め、HCUC馬で低かったかもしれない。
　従来の検査法である血中テストステロン濃度や
エストロン濃度、hCG負荷試験などはセン馬と雄
の測定値が交差するため、誤診するケースがある
[3, 4, 9-11]。また、ホルモン濃度は測定系によって
値が異なるため、結果の解釈には熟練を要する。一
方、血中AMHはセン馬では検出されず、HCUC馬で
は検出されたことから、セン馬とHCUC馬の境界

は明瞭であった。このことから、AMHは既存の検
査法よりも明確に精巣の有無を診断しうると考え
られる。
　血中AMH濃度が去勢術後に漸減し、2週間後に
は検出されなくなったことから、精巣がAMH分泌
に関与していることを確認した。生物学的半減期
は約2.5日であったが、ヒトにおいては27.6±0.8
時間と報告されており[12]、今回の結果より短い。
本研究と同じくセン馬を用いた調査においても
1.5日と報告されているが[8]、この違いの理由に
ついては不明である。
　また、免疫染色により潜在精巣セルトリ細胞に
おいてAMH陽性を認めた。これは、ウマにおいて
もセルトリ細胞で発現しているという従来の報告
と同様であった[6]。去勢後に血中AMHが検出され
なくなることからも、精巣は雄におけるAMH分泌
に必須であることを示しており、血中AMHが精巣
の有無を明確に反映することを裏付けた。
　以上のことより、本研究では雄におけるAMH分
泌は精巣に依存しており、正常精巣のみならず潜
在精巣においても分泌されていることから、血中
AMH濃度が潜在精巣における簡便かつ確実な診
断マーカーであることを明らかにした。

引用文献
  1．Aksglaede,  L . ,  Sorensen,  K . ,  Boas ,  M. , 
Mouritsen, A., Hagen, C.P., Jensen, R.B., 
Petersen, J.H., Linneberg, A., Andersson, A.M., 
Main, K.M., Skakkebaek, N.E., and Juul, A. 
2010. Changes in anti-Mullerian hormone 
( AMH )  t h r o u ghou t  t h e  l i f e  s p a n :  a  
population-based study of 1027 healthy 
males from birth (cord blood) to the age of 
69 years .  J  Cl in Endocrinol  Metab.  95:  
5357-5364.

  2．Almeida, J., Conley, A.J., Mathewson, L., and 
Ball, B.A. 2012. Expression of anti-Mullerian 
hormone, cyclin-dependent kinase inhibitor 
(CDKN1B), androgen receptor, and connexin 
43  in  equ ine  t e s tes  dur ing  puber ty .  
Theriogenology. 77: 847-857.

  3．Arighi, M. 2011. Testicular Descent. pp. 

1099-1106. In: Equine Reproduction, Vol. 1, 
2nd ed. (A.O. McKinnon, et al. ed.), Blackwell 
Publishing Ltd., West Sussex.

  4．Arighi, M., and Bosu, W. 1989. Comparison of 
hormonal methods for diagnosis in horses. 
Journal of Equine Veterinary Science. 9: 20-26.

  5．Baker, M.L., and Hutson, J.M. 1993. Serum 
levels of mullerian inhibiting substance in 
boys throughout puberty and in the first two 
years of life. J Clin Endocrinol Metab. 76: 
245-247.

  6．Ball, B.A., Conley, A.J., Grundy, S.A., Sabeur, K., 
a n d  L i u ,  I . K .  2 0 08 .  E x p r e s s i o n  o f  
anti-Mullerian hormone (AMH) in the equine 
testis. Theriogenology. 69: 624-631.

  7．Bergin, W.C., Gier, H.T., Marion, G.B., and 
Coffman, J.R. 1970. A developmental concept 
of equine cryptorchism. Biol Reprod. 3: 
82-92.

  8．Claes, A., Ball, B.A., Almeida, J., Corbin, C.J., 
and Conley, A.J. 2013. Serum anti-Mullerian 
hormone concentrat ions  in  s ta l l ions :  
developmental changes, seasonal variation, 
and differences between intact stallions, 
c ryp to rch id  s t a l l i ons ,  and  ge ld ings .  
Theriogenology. 79: 1229-1235.

  9．Cox, J.E. 1975. Experiences with a Diagnostic 
Test for Equine Cryptorchidism. Equine 
Veterinary Journal. 7: 179-183.

10．Cox, J.E., Redhead, P.H., and Dawson, F.E. 
1986. Comparison of the measurement of 
plasma testosterone and plasma oestrogens 
for the diagnosis of cryptorchidism in the 
horse. Equine Vet. J. 18: 179-182.

11．Cox, J.E., Williams, J.H., Rowe, P.H., and Smith, 
J . A .  1973 .  T e s t o s t e r one  i n  no rma l ,  
cryptorchid and castrated male horses. 
Equine Vet. J. 5: 85-90.

12．Griesinger, G., Dafopoulos, K., Buendgen, N., 
Cascorbi,  I . ,  Georgoulias, P. ,  Zavos, A. ,  
Messini ,  C . I . ,  and Messinis ,  I .E .  2012. 
El imination half- l i fe of anti -Mullerian 

hormone. J .  Clin. Endocrinol. Metab. 97: 
2160-2163.

13．Guibourdenche, J., Lucidarme, N., Chevenne, 
D., Rigal, O., Nicolas, M., Luton, D., Leger, J., 
P o r q u e t ,  D . ,  a n d  N o e l ,  M .  2 0 0 3 .  
Anti-Mullerian hormone levels in serum from 
human foetuses and children: pattern and 
clinical interest. Mol Cell Endocrinol. 211: 
55-63.

14．Jann, H.W., and Rains, J.R. 1990. Diagnostic 
u l t r a s o n og r a ph y  f o r  e v a l u a t i o n  o f  
cryptorchidism in horses. J Am Vet Med Assoc. 
196: 297-300.

15．Josso, N., Cate, R.L., Picard, J.Y., Vigier, B., di 
Clemente,  N. ,  Wilson,  C . ,  Imbeaud,  S . ,  
Pepinsky, R.B., Guerrier, D., Boussin, L., 
Legeal ,  L . ,  and Carreeusebe,  D.  1993.  
Anti-mullerian hormone: the Jost factor. 
Recent Prog Horm Res. 48: 1-59.

16．J o s t ,  A .  1 9 5 3 .  P r o b l e m s  o f  f e t a l 
endocrinology: the gonadal and hypophyseal 
hormones. Recent Prog Horm Res. 8: 379-418.

17．Lee, M.M., Donahoe, P.K., Hasegawa, T., 
Silverman, B., Crist, G.B., Best, S., Hasegawa, 
Y . ,  N o t o ,  R . A . ,  S c h o en f e l d ,  D . ,  a n d  
MacLaughlin, D.T. 1996. Mullerian inhibiting 
substance in humans: normal levels from 
infancy to adulthood. J Clin Endocrinol Metab. 
81: 571-576.

18．Lee, M.M., Donahoe, P.K., Silverman, B.L., 
Hasegawa, T., Hasegawa, Y., Gustafson, M.L., 
Chang, Y.C., and MacLaughlin, D.T. 1997. 
Measurements of serum mullerian inhibiting 
substance in the evaluation of children with 
nonpalpable gonads. N Engl J Med. 336: 
1480-1486.

19．Lee, M.M., Misra, M., Donahoe, P.K., and 
MacLaughlin, D.T. 2003. MIS/AMH in the 
assessment of cryptorchidism and intersex 
conditions. Mol Cell Endocrinol. 211: 91-98.

20．P.O .E .mue l ler ,  and  A .H .Parks .  1999 .  
Cryptorchidism in horses. Equine Veterinary 

Education. 11: 77-86.
21．Rey, R., Lukas-Croisier, C., Lasala, C., and 
Bedecarras, P. 2003. AMH/MIS: what we 
know already about the gene, the protein and 
its regulation. Mol Cell Endocrinol. 211: 
21-31.

22．St ick le ,  R .L . ,  and  Fess ler ,  J .F .  1978 .  

Retrospective study of 350 cases of equine 
cryptorchidism. J Am Vet Med Assoc. 172: 
343-346.

23．Williams, W.L. 1943. Diseases of the genital 
organs of domestic animals, 3rd ed., Ethel 
W i l l i ams  P l imp t on  Pub l i s h i n g  C o . ,  
Massachusetts.

はじめに
　潜在精巣は一方もしくは両側の精巣が陰嚢内に
下降しない疾患であり、あらゆる哺乳動物で起こ
りうるが、特にヒト、ブタそしてウマで頻度が高い 
[7, 23]。ウマにおける発生率は5-8％であり、その
ほとんどは片側性である [3]。間質細胞（ライ
ディッヒ細胞）は熱感受性ではないため、腹腔内で
もテストステロンを産生、雄性行動が残存する
[3]。しばしば、片側性潜在精巣馬が不適切な去勢
術によって、正常な下降精巣のみが摘出され、潜在
精巣が体内に残存しているにもかかわらずセン馬
と誤認されることがある(hem i - c a s t r a t e d  
unilateral cryptorchid, HCUC)（図1）。
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背景
　馬の胃潰瘍では食欲不振やボディコンディショ
ンの低下、疝痛などが引き起こされる。馬の胃は腺
部と無腺部に区分され、その境界であるヒダ状縁
付近の無腺部領域に胃酸が付着することで胃潰瘍
が発生すると考えられている1, 5)。胃液のpHの上昇
する要因として、不規則な食餌、ストレス、運動な
どが知られており、競走馬の約90％、乗用馬の
70％は胃潰瘍を保有していることが胃内視鏡を

用いた研究により明らかにされている5, 6)。現在、胃
潰瘍の治療は、H2ブロッカーやプロトンポンプイ
ンヒビターなどの胃潰瘍治療薬により行われてい
るが、高額な薬剤を長期間（3～4週間）投与する必
要があり、胃潰瘍が治癒しても予防的に半量を継
続的に投与しつづけなければならないという問題
点を有する2, 7)。一方、馬に電解水素水をあらかじめ
2週間前から給与することで、NSAIDs投与により
発生する胃潰瘍を予防できることが明らかにされ

ている3)。
　このため、日常において胃内pHを調整できれ
ば、馬の胃潰瘍発生を予防して食欲良好な状態を
維持できるものと考えられる。電解水素水はpH9

のアルカリ効果により胃酸濃度を低下させ、馬の
胃潰瘍発生予防に効果が期待される。本研究では、
サラブレッド種競走馬の消化器症状に対する電解
水素水の有効性について評価を行った。

方法
　大井競馬場において調教されているサラブレッ
ド種16頭を対象とした。電解水素水は、電解還元
水整水器（TRIM ION HD-24 K、株式会社 トリムエ
レクトリックマシナリー、日本）にて作製し、1日4
回18リットル容器に電解水素水に入れて自由飲
水させた。また、電解水素水は、定期的に溶存水素
濃度（平均243 ppb）、pH（平均9.77）および温度
（平均5.5度）を調整した。電解水素水を1ヶ月間飲
水させた後、追い切り調教ならびにレース出走前
後の食欲スコアを評価した（電解水素群、N＝9、平
均年齢4.2±1.6才、平均体重462.0±35.4 kg、雄5
頭・雌4頭）。また、コントロールとして水道水を
1ヶ月間飲水させて、同様に評価を行った（コント
ロール群、N＝7、平均年齢4.1±1.2才、平均体重
459.1±20.2 kg、雄3頭・雌4頭）。食欲スコアは、ス
コア1（食欲廃絶）、スコア2（食欲重度低下、全給餌
量のち摂食量は2／5以下）、スコア3（食欲中等度
低下、全給餌量のち摂食量は3／5以下）、スコア4
（食欲軽度低下、全給餌量のち摂食量は4／5以
下）、スコア5（食欲良好、全給餌量のち摂食量は5
／5）の5段階で記録し、各群の中央値（最大値、最
小値）で示した。得られた成績は、電解水素水群と
コントロール群間に対して、繰り返しのある一元
配置分散分析法を行って全体の有意性を調べ、こ
の分散分析により有意な差が認められたとき、各
群間の差の検定をMann Whitney testにより実施
した。なお、検定は危険率5％未満を有意差ありと
した。

結果
　電解水素群では追い切り調教後、一時的にスコ
ア5（5、5）からスコア4（5，2）へ減少したが、追い
切り調教後1日目にはスコア5（5，2）へと回復し、
その後競馬出走後5日目までスコア5（5、3）を維持
した。一方、コントロール（水道水）群では、追い切
り調教後、スコア5（5，5）からスコア3（3，2）まで

減少し、その後競馬出走後5日目までの間スコア4
（4，3）から3（3，2）までの範囲で推移した。電解水
素水群に比較してコントロール（水道水）群では、
追い切り調教後、追い切り調教後1日目、追い切り
調教後2日目、競馬出走後、出走後1日目、出走後2
日目、出走後3日目、出走後4日目、出走後5日目に
おいて有意に低値を示した（P＜0.05）。

考察
　電解水素水は水を電気分解することで、陰極側
に生成された還元性を持つ水素の気泡を多く含む
アルカリ性の水である。電解水素水は抗酸化作用
を持つ水素を多く含むアルカリ性の飲用水とし
て、胃もたれや便通異常などの胃腸症状改善に用
いられている。競走馬において水素水を飲用する
ことで、血清中の抗酸化度/酸化度の比が高値を示
したことが報告されており、水素水飲用の抗酸化
作用が示されている8)。一方、ラットへアルカリ性
電解水素水を2週間飲水させてアスピリン投与に
よる胃粘膜障害を侵食エリアで評価した結果、ミ
エロペルエキシダーゼ（MPO）などの炎症マー
カーならびに血漿中8-ヒドロキシーデオキシグア
ノシン(8-OHdG)などの酸化ストレスマーカーが

抑制されて水素濃度依存的に胃粘膜障害を抑制す
ることが報告されている9)。このことから、本研究
では試験1月前より電解水素水の飲用を開始し
た。これにより、胃内の水素濃度をあらかじめ高く
保つことで、運動などに起因する胃粘膜組織傷害
を抑制することを期待した。その結果、電解水素水
群に比較してコントロール（水道水）群では、レー
スの3日前におこなわれるレース直近の最終調教
である追い切り調教後からレース出走後5日目ま
での期間において食欲の低下が観察された。特に、
コントロール（水道水）群では追い切り後ならびに
レース後に食欲低下したが、電解水素水投与群で
はレース本番前後に食欲良好な状態で体調を維持
することができた。これは、電解水素水事前飲用に
よりマロンジアルデヒド（MDA）ならびにMPOの
低下が生じ、さらにスーパーオキシドディスム
ターゼ（SOD）様活性の低下を抑制10)することによ
り、酸化ストレスや炎症を抑えて胃粘膜障害が抑
制されたものと考えられた。同様に、ラットを用い
たストレス性胃潰瘍に対する水素水の保護作用に
関する研究では、水素水が胃粘膜上皮細胞のアポ
トーシスを抑制することが報告されている10)。こ
れらのことから、電解水素水を事前飲用すること
で胃粘膜の抗酸化作用を高め、胃潰瘍の発生が抑
制されたものと考えられた。
　以上のことから、馬に電解水素水を出走のあら
かじめ1ヶ月前から給与することで、競走馬の食
欲低下を予防できることが明らかとなった。これ
により、電解水素水は胃内pHを調整して抗酸化作
用を維持することで、胃潰瘍に起因する食欲低下
を予防することが期待された。実際の競走馬にお
いて多く発生している胃潰瘍の予防ならびに食欲
の改善を目的とした電解水素水の普及が期待され
る。
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要旨

　馬の胃潰瘍では食欲不振やボディコンディションの低下、疝痛などが引き起こされる。馬の胃液のpH
が上昇する要因として、不規則な食餌、ストレス、運動などが知られている。本研究では、サラブレッド
種競走馬の消化器症状に対する電解水素水の有効性について評価を行った。大井競馬場において調教
されているサラブレッド種16頭を対象とした。電解水素水は、電解還元水整水器（TRIM ION HD-24 K、
株式会社 トリムエレクトリックマシナリー、日本）にて作製し、1日4回18リットル容器に電解水素水に
入れて自由飲水させた。電解水素水を1ヶ月間飲水させた後、追い切り調教ならびにレース出走前後の
食欲スコアを評価した（電解水素群、N＝9）。また、コントロールとして水道水を1ヶ月間飲水させて、同
様に評価を行った（コントロール群、N＝7）。食欲スコアは5段階で記録し、各群の中央値（最大値、最小
値）を比較検討した。電解水素群では追い切り調教後、一時的にスコア5（5、5）からスコア4（5，2）へ減少
したが、追い切り調教後1日目にはスコア5（5，2）へと回復し、その後競馬出走後5日目までスコア5（5、
3）を維持した。一方、コントロール（水道水）群では、追い切り調教後、スコア5（5，5）からスコア3（3，2）
まで減少し、その後競馬出走後5日目までの間スコア4（4，3）から3（3，2）までの範囲で推移した。電解水
素水群に比較してコントロール（水道水）群では、追い切り調教後、追い切り調教後1日目、追い切り調教
後2日目、競馬出走後、出走後1日目、出走後2日目、出走後3日目、出走後4日目、出走後5日目において有
意に低値を示した（P＜0.05）。以上のことから、馬に電解水素水をあらかじめ1ヶ月前から給与すること
で、競走馬の食欲低下を予防できることが明らかとなった。これにより、電解水素水は胃内pHを調整し
て抗酸化作用を維持することで、胃潰瘍に起因する食欲低下を予防することが期待された。

1)Urabe Mako, Inui Tomohiro, Imamura Yui, Ito Megumi, Yanagawa Masashi, Sasaki Naoki : 帯広畜産大学臨床獣医学研究部門
2）Ito Suguru : 大井競馬場　いとう診療所

大井競馬場競走馬の消化器症状に対する
電解水素水の効果
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1 分間に8 リットルの電解水素水の作製が可能である。溶存水
素濃度（平均243ppb）、pH（平均9.77）および温度（平均5.5 度）
に維持した。

背景
　馬の胃潰瘍では食欲不振やボディコンディショ
ンの低下、疝痛などが引き起こされる。馬の胃は腺
部と無腺部に区分され、その境界であるヒダ状縁
付近の無腺部領域に胃酸が付着することで胃潰瘍
が発生すると考えられている1, 5)。胃液のpHの上昇
する要因として、不規則な食餌、ストレス、運動な
どが知られており、競走馬の約90％、乗用馬の
70％は胃潰瘍を保有していることが胃内視鏡を

用いた研究により明らかにされている5, 6)。現在、胃
潰瘍の治療は、H2ブロッカーやプロトンポンプイ
ンヒビターなどの胃潰瘍治療薬により行われてい
るが、高額な薬剤を長期間（3～4週間）投与する必
要があり、胃潰瘍が治癒しても予防的に半量を継
続的に投与しつづけなければならないという問題
点を有する2, 7)。一方、馬に電解水素水をあらかじめ
2週間前から給与することで、NSAIDs投与により
発生する胃潰瘍を予防できることが明らかにされ

ている3)。
　このため、日常において胃内pHを調整できれ
ば、馬の胃潰瘍発生を予防して食欲良好な状態を
維持できるものと考えられる。電解水素水はpH9

のアルカリ効果により胃酸濃度を低下させ、馬の
胃潰瘍発生予防に効果が期待される。本研究では、
サラブレッド種競走馬の消化器症状に対する電解
水素水の有効性について評価を行った。

方法
　大井競馬場において調教されているサラブレッ
ド種16頭を対象とした。電解水素水は、電解還元
水整水器（TRIM ION HD-24 K、株式会社 トリムエ
レクトリックマシナリー、日本）にて作製し、1日4
回18リットル容器に電解水素水に入れて自由飲
水させた。また、電解水素水は、定期的に溶存水素
濃度（平均243 ppb）、pH（平均9.77）および温度
（平均5.5度）を調整した。電解水素水を1ヶ月間飲
水させた後、追い切り調教ならびにレース出走前
後の食欲スコアを評価した（電解水素群、N＝9、平
均年齢4.2±1.6才、平均体重462.0±35.4 kg、雄5
頭・雌4頭）。また、コントロールとして水道水を
1ヶ月間飲水させて、同様に評価を行った（コント
ロール群、N＝7、平均年齢4.1±1.2才、平均体重
459.1±20.2 kg、雄3頭・雌4頭）。食欲スコアは、ス
コア1（食欲廃絶）、スコア2（食欲重度低下、全給餌
量のち摂食量は2／5以下）、スコア3（食欲中等度
低下、全給餌量のち摂食量は3／5以下）、スコア4
（食欲軽度低下、全給餌量のち摂食量は4／5以
下）、スコア5（食欲良好、全給餌量のち摂食量は5
／5）の5段階で記録し、各群の中央値（最大値、最
小値）で示した。得られた成績は、電解水素水群と
コントロール群間に対して、繰り返しのある一元
配置分散分析法を行って全体の有意性を調べ、こ
の分散分析により有意な差が認められたとき、各
群間の差の検定をMann Whitney testにより実施
した。なお、検定は危険率5％未満を有意差ありと
した。

結果
　電解水素群では追い切り調教後、一時的にスコ
ア5（5、5）からスコア4（5，2）へ減少したが、追い
切り調教後1日目にはスコア5（5，2）へと回復し、
その後競馬出走後5日目までスコア5（5、3）を維持
した。一方、コントロール（水道水）群では、追い切
り調教後、スコア5（5，5）からスコア3（3，2）まで

減少し、その後競馬出走後5日目までの間スコア4
（4，3）から3（3，2）までの範囲で推移した。電解水
素水群に比較してコントロール（水道水）群では、
追い切り調教後、追い切り調教後1日目、追い切り
調教後2日目、競馬出走後、出走後1日目、出走後2
日目、出走後3日目、出走後4日目、出走後5日目に
おいて有意に低値を示した（P＜0.05）。

考察
　電解水素水は水を電気分解することで、陰極側
に生成された還元性を持つ水素の気泡を多く含む
アルカリ性の水である。電解水素水は抗酸化作用
を持つ水素を多く含むアルカリ性の飲用水とし
て、胃もたれや便通異常などの胃腸症状改善に用
いられている。競走馬において水素水を飲用する
ことで、血清中の抗酸化度/酸化度の比が高値を示
したことが報告されており、水素水飲用の抗酸化
作用が示されている8)。一方、ラットへアルカリ性
電解水素水を2週間飲水させてアスピリン投与に
よる胃粘膜障害を侵食エリアで評価した結果、ミ
エロペルエキシダーゼ（MPO）などの炎症マー
カーならびに血漿中8-ヒドロキシーデオキシグア
ノシン(8-OHdG)などの酸化ストレスマーカーが

抑制されて水素濃度依存的に胃粘膜障害を抑制す
ることが報告されている9)。このことから、本研究
では試験1月前より電解水素水の飲用を開始し
た。これにより、胃内の水素濃度をあらかじめ高く
保つことで、運動などに起因する胃粘膜組織傷害
を抑制することを期待した。その結果、電解水素水
群に比較してコントロール（水道水）群では、レー
スの3日前におこなわれるレース直近の最終調教
である追い切り調教後からレース出走後5日目ま
での期間において食欲の低下が観察された。特に、
コントロール（水道水）群では追い切り後ならびに
レース後に食欲低下したが、電解水素水投与群で
はレース本番前後に食欲良好な状態で体調を維持
することができた。これは、電解水素水事前飲用に
よりマロンジアルデヒド（MDA）ならびにMPOの
低下が生じ、さらにスーパーオキシドディスム
ターゼ（SOD）様活性の低下を抑制10)することによ
り、酸化ストレスや炎症を抑えて胃粘膜障害が抑
制されたものと考えられた。同様に、ラットを用い
たストレス性胃潰瘍に対する水素水の保護作用に
関する研究では、水素水が胃粘膜上皮細胞のアポ
トーシスを抑制することが報告されている10)。こ
れらのことから、電解水素水を事前飲用すること
で胃粘膜の抗酸化作用を高め、胃潰瘍の発生が抑
制されたものと考えられた。
　以上のことから、馬に電解水素水を出走のあら
かじめ1ヶ月前から給与することで、競走馬の食
欲低下を予防できることが明らかとなった。これ
により、電解水素水は胃内pHを調整して抗酸化作
用を維持することで、胃潰瘍に起因する食欲低下
を予防することが期待された。実際の競走馬にお
いて多く発生している胃潰瘍の予防ならびに食欲
の改善を目的とした電解水素水の普及が期待され
る。
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図1　電解還元水整水器（TRIM ION HD-24 K、株式会
社 トリムエレクトリックマシナリー、日本）

1 日4 回18 リットル容器に電解水素水に入れて自由飲水させ
た。

図2　大井競馬場のおける競走馬への電解水素水
給与
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背景
　馬の胃潰瘍では食欲不振やボディコンディショ
ンの低下、疝痛などが引き起こされる。馬の胃は腺
部と無腺部に区分され、その境界であるヒダ状縁
付近の無腺部領域に胃酸が付着することで胃潰瘍
が発生すると考えられている1, 5)。胃液のpHの上昇
する要因として、不規則な食餌、ストレス、運動な
どが知られており、競走馬の約90％、乗用馬の
70％は胃潰瘍を保有していることが胃内視鏡を

用いた研究により明らかにされている5, 6)。現在、胃
潰瘍の治療は、H2ブロッカーやプロトンポンプイ
ンヒビターなどの胃潰瘍治療薬により行われてい
るが、高額な薬剤を長期間（3～4週間）投与する必
要があり、胃潰瘍が治癒しても予防的に半量を継
続的に投与しつづけなければならないという問題
点を有する2, 7)。一方、馬に電解水素水をあらかじめ
2週間前から給与することで、NSAIDs投与により
発生する胃潰瘍を予防できることが明らかにされ

ている3)。
　このため、日常において胃内pHを調整できれ
ば、馬の胃潰瘍発生を予防して食欲良好な状態を
維持できるものと考えられる。電解水素水はpH9

のアルカリ効果により胃酸濃度を低下させ、馬の
胃潰瘍発生予防に効果が期待される。本研究では、
サラブレッド種競走馬の消化器症状に対する電解
水素水の有効性について評価を行った。

方法
　大井競馬場において調教されているサラブレッ
ド種16頭を対象とした。電解水素水は、電解還元
水整水器（TRIM ION HD-24 K、株式会社 トリムエ
レクトリックマシナリー、日本）にて作製し、1日4
回18リットル容器に電解水素水に入れて自由飲
水させた。また、電解水素水は、定期的に溶存水素
濃度（平均243 ppb）、pH（平均9.77）および温度
（平均5.5度）を調整した。電解水素水を1ヶ月間飲
水させた後、追い切り調教ならびにレース出走前
後の食欲スコアを評価した（電解水素群、N＝9、平
均年齢4.2±1.6才、平均体重462.0±35.4 kg、雄5
頭・雌4頭）。また、コントロールとして水道水を
1ヶ月間飲水させて、同様に評価を行った（コント
ロール群、N＝7、平均年齢4.1±1.2才、平均体重
459.1±20.2 kg、雄3頭・雌4頭）。食欲スコアは、ス
コア1（食欲廃絶）、スコア2（食欲重度低下、全給餌
量のち摂食量は2／5以下）、スコア3（食欲中等度
低下、全給餌量のち摂食量は3／5以下）、スコア4
（食欲軽度低下、全給餌量のち摂食量は4／5以
下）、スコア5（食欲良好、全給餌量のち摂食量は5
／5）の5段階で記録し、各群の中央値（最大値、最
小値）で示した。得られた成績は、電解水素水群と
コントロール群間に対して、繰り返しのある一元
配置分散分析法を行って全体の有意性を調べ、こ
の分散分析により有意な差が認められたとき、各
群間の差の検定をMann Whitney testにより実施
した。なお、検定は危険率5％未満を有意差ありと
した。

結果
　電解水素群では追い切り調教後、一時的にスコ
ア5（5、5）からスコア4（5，2）へ減少したが、追い
切り調教後1日目にはスコア5（5，2）へと回復し、
その後競馬出走後5日目までスコア5（5、3）を維持
した。一方、コントロール（水道水）群では、追い切
り調教後、スコア5（5，5）からスコア3（3，2）まで

減少し、その後競馬出走後5日目までの間スコア4
（4，3）から3（3，2）までの範囲で推移した。電解水
素水群に比較してコントロール（水道水）群では、
追い切り調教後、追い切り調教後1日目、追い切り
調教後2日目、競馬出走後、出走後1日目、出走後2
日目、出走後3日目、出走後4日目、出走後5日目に
おいて有意に低値を示した（P＜0.05）。

考察
　電解水素水は水を電気分解することで、陰極側
に生成された還元性を持つ水素の気泡を多く含む
アルカリ性の水である。電解水素水は抗酸化作用
を持つ水素を多く含むアルカリ性の飲用水とし
て、胃もたれや便通異常などの胃腸症状改善に用
いられている。競走馬において水素水を飲用する
ことで、血清中の抗酸化度/酸化度の比が高値を示
したことが報告されており、水素水飲用の抗酸化
作用が示されている8)。一方、ラットへアルカリ性
電解水素水を2週間飲水させてアスピリン投与に
よる胃粘膜障害を侵食エリアで評価した結果、ミ
エロペルエキシダーゼ（MPO）などの炎症マー
カーならびに血漿中8-ヒドロキシーデオキシグア
ノシン(8-OHdG)などの酸化ストレスマーカーが

抑制されて水素濃度依存的に胃粘膜障害を抑制す
ることが報告されている9)。このことから、本研究
では試験1月前より電解水素水の飲用を開始し
た。これにより、胃内の水素濃度をあらかじめ高く
保つことで、運動などに起因する胃粘膜組織傷害
を抑制することを期待した。その結果、電解水素水
群に比較してコントロール（水道水）群では、レー
スの3日前におこなわれるレース直近の最終調教
である追い切り調教後からレース出走後5日目ま
での期間において食欲の低下が観察された。特に、
コントロール（水道水）群では追い切り後ならびに
レース後に食欲低下したが、電解水素水投与群で
はレース本番前後に食欲良好な状態で体調を維持
することができた。これは、電解水素水事前飲用に
よりマロンジアルデヒド（MDA）ならびにMPOの
低下が生じ、さらにスーパーオキシドディスム
ターゼ（SOD）様活性の低下を抑制10)することによ
り、酸化ストレスや炎症を抑えて胃粘膜障害が抑
制されたものと考えられた。同様に、ラットを用い
たストレス性胃潰瘍に対する水素水の保護作用に
関する研究では、水素水が胃粘膜上皮細胞のアポ
トーシスを抑制することが報告されている10)。こ
れらのことから、電解水素水を事前飲用すること
で胃粘膜の抗酸化作用を高め、胃潰瘍の発生が抑
制されたものと考えられた。
　以上のことから、馬に電解水素水を出走のあら
かじめ1ヶ月前から給与することで、競走馬の食
欲低下を予防できることが明らかとなった。これ
により、電解水素水は胃内pHを調整して抗酸化作
用を維持することで、胃潰瘍に起因する食欲低下
を予防することが期待された。実際の競走馬にお
いて多く発生している胃潰瘍の予防ならびに食欲
の改善を目的とした電解水素水の普及が期待され
る。
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点線：電解水素水群、実線：コントロール（水道水）群。食欲スコ
アは、スコア1（食欲廃絶）、スコア2（食欲重度低下）、スコア3
（食欲中等度低下）、スコア4（食欲軽度低下）、スコア5（食欲良
好）の5 段階で評価し、中央値で表示した。Pre WO：追い切り調
教前、work-out：追い切り調教後、Post WO1：追い切り調教後1 
日目、Post WO2：追い切り調教後2 日目、Post WO3：追い切り調
教後3 日目、Race：競馬出走後、Post R1：出走後1 日目、Post R2：
出走後2 日目、Post R3：出走後3 日目、Post R4：出走後4 日目、
Post R5：出走後5 日目。
＊：P<0.05。電解水素水群に比較してコントロール（水道水）群
では、追い切り調教後、追い切り調教後1 日目、追い切り調教後
2 日目、競馬出走後、出走後1日目、出走後2 日目、出走後3 日目、
出走後4 日目、出走後5 日目において有意に低値を示した（P＜
0.05）。

図3　追い切りおよびレース前後の食欲スコア（中
央値）の変化
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背景
　馬の胃潰瘍では食欲不振やボディコンディショ
ンの低下、疝痛などが引き起こされる。馬の胃は腺
部と無腺部に区分され、その境界であるヒダ状縁
付近の無腺部領域に胃酸が付着することで胃潰瘍
が発生すると考えられている1, 5)。胃液のpHの上昇
する要因として、不規則な食餌、ストレス、運動な
どが知られており、競走馬の約90％、乗用馬の
70％は胃潰瘍を保有していることが胃内視鏡を

用いた研究により明らかにされている5, 6)。現在、胃
潰瘍の治療は、H2ブロッカーやプロトンポンプイ
ンヒビターなどの胃潰瘍治療薬により行われてい
るが、高額な薬剤を長期間（3～4週間）投与する必
要があり、胃潰瘍が治癒しても予防的に半量を継
続的に投与しつづけなければならないという問題
点を有する2, 7)。一方、馬に電解水素水をあらかじめ
2週間前から給与することで、NSAIDs投与により
発生する胃潰瘍を予防できることが明らかにされ

ている3)。
　このため、日常において胃内pHを調整できれ
ば、馬の胃潰瘍発生を予防して食欲良好な状態を
維持できるものと考えられる。電解水素水はpH9

のアルカリ効果により胃酸濃度を低下させ、馬の
胃潰瘍発生予防に効果が期待される。本研究では、
サラブレッド種競走馬の消化器症状に対する電解
水素水の有効性について評価を行った。

方法
　大井競馬場において調教されているサラブレッ
ド種16頭を対象とした。電解水素水は、電解還元
水整水器（TRIM ION HD-24 K、株式会社 トリムエ
レクトリックマシナリー、日本）にて作製し、1日4
回18リットル容器に電解水素水に入れて自由飲
水させた。また、電解水素水は、定期的に溶存水素
濃度（平均243 ppb）、pH（平均9.77）および温度
（平均5.5度）を調整した。電解水素水を1ヶ月間飲
水させた後、追い切り調教ならびにレース出走前
後の食欲スコアを評価した（電解水素群、N＝9、平
均年齢4.2±1.6才、平均体重462.0±35.4 kg、雄5
頭・雌4頭）。また、コントロールとして水道水を
1ヶ月間飲水させて、同様に評価を行った（コント
ロール群、N＝7、平均年齢4.1±1.2才、平均体重
459.1±20.2 kg、雄3頭・雌4頭）。食欲スコアは、ス
コア1（食欲廃絶）、スコア2（食欲重度低下、全給餌
量のち摂食量は2／5以下）、スコア3（食欲中等度
低下、全給餌量のち摂食量は3／5以下）、スコア4
（食欲軽度低下、全給餌量のち摂食量は4／5以
下）、スコア5（食欲良好、全給餌量のち摂食量は5
／5）の5段階で記録し、各群の中央値（最大値、最
小値）で示した。得られた成績は、電解水素水群と
コントロール群間に対して、繰り返しのある一元
配置分散分析法を行って全体の有意性を調べ、こ
の分散分析により有意な差が認められたとき、各
群間の差の検定をMann Whitney testにより実施
した。なお、検定は危険率5％未満を有意差ありと
した。

結果
　電解水素群では追い切り調教後、一時的にスコ
ア5（5、5）からスコア4（5，2）へ減少したが、追い
切り調教後1日目にはスコア5（5，2）へと回復し、
その後競馬出走後5日目までスコア5（5、3）を維持
した。一方、コントロール（水道水）群では、追い切
り調教後、スコア5（5，5）からスコア3（3，2）まで

減少し、その後競馬出走後5日目までの間スコア4
（4，3）から3（3，2）までの範囲で推移した。電解水
素水群に比較してコントロール（水道水）群では、
追い切り調教後、追い切り調教後1日目、追い切り
調教後2日目、競馬出走後、出走後1日目、出走後2
日目、出走後3日目、出走後4日目、出走後5日目に
おいて有意に低値を示した（P＜0.05）。

考察
　電解水素水は水を電気分解することで、陰極側
に生成された還元性を持つ水素の気泡を多く含む
アルカリ性の水である。電解水素水は抗酸化作用
を持つ水素を多く含むアルカリ性の飲用水とし
て、胃もたれや便通異常などの胃腸症状改善に用
いられている。競走馬において水素水を飲用する
ことで、血清中の抗酸化度/酸化度の比が高値を示
したことが報告されており、水素水飲用の抗酸化
作用が示されている8)。一方、ラットへアルカリ性
電解水素水を2週間飲水させてアスピリン投与に
よる胃粘膜障害を侵食エリアで評価した結果、ミ
エロペルエキシダーゼ（MPO）などの炎症マー
カーならびに血漿中8-ヒドロキシーデオキシグア
ノシン(8-OHdG)などの酸化ストレスマーカーが

抑制されて水素濃度依存的に胃粘膜障害を抑制す
ることが報告されている9)。このことから、本研究
では試験1月前より電解水素水の飲用を開始し
た。これにより、胃内の水素濃度をあらかじめ高く
保つことで、運動などに起因する胃粘膜組織傷害
を抑制することを期待した。その結果、電解水素水
群に比較してコントロール（水道水）群では、レー
スの3日前におこなわれるレース直近の最終調教
である追い切り調教後からレース出走後5日目ま
での期間において食欲の低下が観察された。特に、
コントロール（水道水）群では追い切り後ならびに
レース後に食欲低下したが、電解水素水投与群で
はレース本番前後に食欲良好な状態で体調を維持
することができた。これは、電解水素水事前飲用に
よりマロンジアルデヒド（MDA）ならびにMPOの
低下が生じ、さらにスーパーオキシドディスム
ターゼ（SOD）様活性の低下を抑制10)することによ
り、酸化ストレスや炎症を抑えて胃粘膜障害が抑
制されたものと考えられた。同様に、ラットを用い
たストレス性胃潰瘍に対する水素水の保護作用に
関する研究では、水素水が胃粘膜上皮細胞のアポ
トーシスを抑制することが報告されている10)。こ
れらのことから、電解水素水を事前飲用すること
で胃粘膜の抗酸化作用を高め、胃潰瘍の発生が抑
制されたものと考えられた。
　以上のことから、馬に電解水素水を出走のあら
かじめ1ヶ月前から給与することで、競走馬の食
欲低下を予防できることが明らかとなった。これ
により、電解水素水は胃内pHを調整して抗酸化作
用を維持することで、胃潰瘍に起因する食欲低下
を予防することが期待された。実際の競走馬にお
いて多く発生している胃潰瘍の予防ならびに食欲
の改善を目的とした電解水素水の普及が期待され
る。
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カルノシン濃度を測定することは有用である。し
かしながら 図1 に示すようにカルノシンとアン
セリンは親水性が高く、通常ペプチド分析に用い
られる逆相系オクタデシルシリル（ODS）カラムに
は保持されないため、誘導体化をせずに、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC）による分析は困難で
あった。

　そこで我々は、全多孔性グラファイトカーボン
からなるカーボンカラム（HypercarbTM）を使用し
た HPLC によるカルノシンとアンセリンの定量分
析法を構築した9)。
　本研究では、この方法を用いてサラブレッドの
各筋肉中のカルノシン濃度の定量分析を行った。

材料および方法
1. 試薬
　すべての試薬は特級を使用した。アンセリンお
よびカルノシンは Sigma Aldrich社（St. Louis, MO, 
USA）製、トリフルオロ酢酸（TFA）は和光純薬工業
社製、アセトニトリルは関東化学工業社製をそれ
ぞれ使用した。
2. 実験動物
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されているサラブレッド種の牡馬3 頭、去勢
馬1 頭および牝馬 1 頭（3～5 歳、420～506 kg）を
使用した（表1）。

　チオペンタール麻酔により屠殺後、5種の筋肉
（中殿筋、咬筋、上腕三頭筋、橈側手根屈筋および胸
鎖乳突筋）を摘出した。なお、採材の都合上、胸鎖乳
突筋は 2 頭のサラブレッドからは採取すること
が出来なかった。1頭のサラブレッドから、筋肉以
外の臓器（肝臓、腎臓、空腸、食道、胃、脾臓、膀胱お
よび大動脈）も摘出した。各臓器から約 1 cm3 の組
織を摘出し、液体窒素にて直ちに凍結した後、
-40℃ にて保存した。全ての実験は競走馬総合研
究所実験動物管理委員会の承認のもとで行った。
3. 前処理法
　各組織50 mg をファルコンチューブに採取し、
1 mL の水を加え、1 分間ホモジナイズした。溶液
を 2 つに分け、片方には回収率を調べるためカル
ノシン標準品を最終濃度 2.0 mM になるように添
加した。次に、ホモジネートの粘性を抑えるため、
95℃ で 30 分間加熱し、遠心分離（20,000×g、60 
分、4℃）した。得られた筋肉溶出液の上清を分析
試料として用い、20 µL を HPLC に注入した。
4. HPLC 条件
　Hitachi L-7100 HPLC システム（Hitachi High 
Technologies 社、東京）を使用した。カラムは 
HypercarbTM （4.6 mm i.d.×100 mm；Thermo 
Electron 社、Waltman, MA, USA）を用いた。0.05% 
TFA 含有 7% アセトニトリル水溶液を溶離液と
し、流量 1.0 mL/min のイソクラテック条件で測
定した。UV 検出波長は 215 nm とした。

結果および考察
　カーボンカラムを使用した HPLC で、ウマ筋肉
のホモジネート中のカルノシンおよびアンセリン
濃度を測定した。図 2 にカルノシンおよびアンセ
リンの標準品のクロマトグラムを示す。カルノシ
ンは 5.6 分に、アンセリンは 7.3 分に検出された。
ホモジネートにカルノシンの標準品を添加し回収
率を測定した結果、98.8 ± 6.6%（n = 15）であり、
このシンプルな前処理によって充分にカルノシン
が回収されることが判明した。
　本手法におけるカルノシンおよびアンセリン
の検出限界は両者ともに 0.24 µM であった。
Gatt i  ら1 0 )はカルノシンを含めたアミノ酸を
2,4-dinitrofluorobenzen（DNFB）により誘導体化

後、ODS カラム付 HPLC UV 検出器で 360 nm の 
UV 波長で測定しており、この手法の検出限界は 
0.022 µM である。一方、Maciàら11) は高価な高速
液体クロマトグラフタンデム質量分析計
（LC-MS/MS）を使用してトリ筋肉中のカルノシン
の測定を行っており、検出限界は 0.0079 µM であ
る。これらの手法は高感度であるが、本手法は煩雑
な誘導体化操作が不要であり、安価でかつ汎用さ
れている UV 検出器を使用可能であることから、
本手法には大きな利点があると考えられる。
　HPLC によるウマ筋肉中のカルノシン濃度の測
定結果のクロマトグラムの 1 例を 図3 に示す。本
研究では、ウマ筋肉中からカルノシンは検出され
たが、アンセリンは検出されなかった。Harris ら12)

は、ウマ筋肉からカルノシンのみを検出しており、
今回の結果は一致した。さらに他の臓器について
測定した結果、肝臓、腎臓、空腸、脾臓および大動脈
からはカルノシン、アンセリンともに検出されな
かったが、食道、膀胱および胃からは、微量のカル
ノシンが検出された（表2）。

　さらに、5 種類の筋肉（中殿筋、咬筋、上腕三頭
筋、橈側手根屈筋および胸鎖乳突筋）中カルノシン
濃度を定量した結果、性別、年齢、体重によって差
はあるが、カルノシンの濃度は中殿筋で最も高く、
咬筋では最も低い傾向にあることがわかった。（表
3、図4）
　ウマ筋肉中の筋線維にはType I（遅筋線維）、
Type IIa（速筋（中間筋）線維）、Type IIx（速筋線維）
の 3 種類が存在している。一般に Type I 筋線維
は、遅い持久的な運動に使われ、Type IIx 筋線維は
スピードを要求する運動に用いられ、Type IIa は
両者の中間的な働きをして、持久運動とスピード
を要求する運動の両方に用いられる。この筋線維
の比率は筋肉種によって異なっている。Kawaiら13)

は、各種筋肉中の筋線維タイプを調べた結果、中殿
筋では Type IIa（53%）および Type IIx（42%）が多
く、運動時にはあまり関与しないと考えられる咬
筋では Type I（78%）が多いことを明らかにしてい
る。中殿筋は集中的に速い運動に使われるため、速

筋の割合が高く、咬筋は咀嚼といったゆっくりと
した運動に使用されるため遅筋の割合が高いこと
が考えられる。
　先行研究で調べられた各種筋肉中の筋線維タイ
プを考慮すると、Type II の割合が高い筋肉ではカ
ルノシンの濃度が高く、Type I の割合が高くなる
ほどカルノシンの濃度が低くなる傾向があること
が示唆された。この結果は、Sewell ら14)の結果とも
一致している。また、Moraら15) はブタでは、咬筋に
おいてカルノシン濃度が低いことを報告してお
り、今回の結果と類似の結果で筋肉中のカルノシ
ン濃度は運動能力や筋線維タイプと相関している
可能性が考えられ、その定量分析によってサラブ
レッドの運動能力を推定できる可能性が考えられ
る。
　筋肉中のカルノシンは、血液中に漏出するが、通
常カルノシナーゼによって速やかに分解される。
ところが、Dunnetら16)は、ウマでは血液中にカルノ
シナーゼが存在しないため、血液中に μM レベル
のカルノシンが存在し、その量は運動後に上昇す
ることを報告しており、運動時に生じた筋肉損傷
の結果、カルノシンが漏出した可能性を示唆して

いる。従って、今後、本研究によって開発した定量
法を用いて、サラブレッド血中カルノシン濃度を
測定することが可能となれば、サラブレッドの筋
肉損傷の程度を簡便に推定できる可能性がある。
このことは、サラブレッド育成、飼養管理に有効活
用でき、競走馬としてのトレーニング法やレース
選択の指標となる可能性を示しており、今後さら
に研究を進める必要がある。
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研究レポート

森美和子1)・水野　大2)・水野敬子3)・定金　豊4)・川原正博3)

目的
　競走馬の運動能力は体重の増減や筋肉タイプや
栄養に影響されると考えられている1)。カルノシン
（β-アラニル-L-ヒスチジン）は水溶性のジペプチ
ドであり、動物の運動能力に大きく関わるとされ
ている2)。またカルノシンやその類縁物質であるア
ンセリン（1-メチルカルノシン）は、脊椎動物では
骨格筋や神経系に多量に含まれる3)。カルノシンは
筋肉中に高濃度で存在する低分子量化合物の一つ
で、その濃度はクレアチンや ATP と同等と考えら
れている。さらに運動機能に重要な役割を果たし
ているのではないかと古くから考えられてきた。
　運動時には筋肉収縮により乳酸が生じ、その結
果アシドーシスにより筋肉収縮疲労が引き起こさ

れる。カルノシンの pKa は 7.01 であるため、筋肉
内での pH バランス維持に働いているのではない
かと考えられている4)。さらに、抗疲労作用、抗酸化
作用などの運動パフォーマンスに有用な性質を考
えると、筋肉中のカルノシン量は運動能力に関連
することが考えられる2, 5-7)。実際、イヌやウマなど
の競走能力をもつ種ではカルノシン濃度が高いこ
とが知られ、ヒトにおいてもトップアスリートで
は筋肉中のカルノシン濃度が一般人よりも高いこ
とや、カルノシンあるいはその構成成分である β-
アラニンを食事に加えると、筋肉中のカルノシン
濃度が増加し、疲労回復に繋がることも報告され
ている8)。
　競走馬の運動能力を研究する際には、筋肉中の

要約

　カルノシン（β-アラニル-L-ヒスチジン）は pH 緩衝作用や、抗酸化作用、抗糖化作用といった疲労回復
などに有用な性質を持ち、運動のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす。そこで我々は、ウマの運動に
おけるカルノシンの効果を調べるため、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いてサラブレッドの
5 種類の筋肉（橈側手根屈筋、上腕三頭筋、中殿筋、咬筋、胸鎖乳突筋）中のカルノシン濃度を測定した。
筋肉中では高濃度のカルノシンを検出したが、類縁物質のアンセリン（1-メチルカルノシン）は存在し
なかった。肝臓、腎臓、空腸、脾臓からはカルノシンおよびアンセリンともに検出されなかった。一方で
食道、膀胱および大動脈からはカルノシンがわずかに検出された。筋肉中のカルノシン濃度を比較した
結果、中殿筋に最も多く存在することが判明したことから、カルノシンと筋線維タイプに相関関係があ
ることが示唆された。
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サラブレッド筋肉中のカルノシン濃度：筋肉種による
差異と運動能力との関連
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カルノシン濃度を測定することは有用である。し
かしながら 図1 に示すようにカルノシンとアン
セリンは親水性が高く、通常ペプチド分析に用い
られる逆相系オクタデシルシリル（ODS）カラムに
は保持されないため、誘導体化をせずに、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC）による分析は困難で
あった。

　そこで我々は、全多孔性グラファイトカーボン
からなるカーボンカラム（HypercarbTM）を使用し
た HPLC によるカルノシンとアンセリンの定量分
析法を構築した9)。
　本研究では、この方法を用いてサラブレッドの
各筋肉中のカルノシン濃度の定量分析を行った。

材料および方法
1. 試薬
　すべての試薬は特級を使用した。アンセリンお
よびカルノシンは Sigma Aldrich社（St. Louis, MO, 
USA）製、トリフルオロ酢酸（TFA）は和光純薬工業
社製、アセトニトリルは関東化学工業社製をそれ
ぞれ使用した。
2. 実験動物
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されているサラブレッド種の牡馬3 頭、去勢
馬1 頭および牝馬 1 頭（3～5 歳、420～506 kg）を
使用した（表1）。

　チオペンタール麻酔により屠殺後、5種の筋肉
（中殿筋、咬筋、上腕三頭筋、橈側手根屈筋および胸
鎖乳突筋）を摘出した。なお、採材の都合上、胸鎖乳
突筋は 2 頭のサラブレッドからは採取すること
が出来なかった。1頭のサラブレッドから、筋肉以
外の臓器（肝臓、腎臓、空腸、食道、胃、脾臓、膀胱お
よび大動脈）も摘出した。各臓器から約 1 cm3 の組
織を摘出し、液体窒素にて直ちに凍結した後、
-40℃ にて保存した。全ての実験は競走馬総合研
究所実験動物管理委員会の承認のもとで行った。
3. 前処理法
　各組織50 mg をファルコンチューブに採取し、
1 mL の水を加え、1 分間ホモジナイズした。溶液
を 2 つに分け、片方には回収率を調べるためカル
ノシン標準品を最終濃度 2.0 mM になるように添
加した。次に、ホモジネートの粘性を抑えるため、
95℃ で 30 分間加熱し、遠心分離（20,000×g、60 
分、4℃）した。得られた筋肉溶出液の上清を分析
試料として用い、20 µL を HPLC に注入した。
4. HPLC 条件
　Hitachi L-7100 HPLC システム（Hitachi High 
Technologies 社、東京）を使用した。カラムは 
HypercarbTM （4.6 mm i.d.×100 mm；Thermo 
Electron 社、Waltman, MA, USA）を用いた。0.05% 
TFA 含有 7% アセトニトリル水溶液を溶離液と
し、流量 1.0 mL/min のイソクラテック条件で測
定した。UV 検出波長は 215 nm とした。

結果および考察
　カーボンカラムを使用した HPLC で、ウマ筋肉
のホモジネート中のカルノシンおよびアンセリン
濃度を測定した。図 2 にカルノシンおよびアンセ
リンの標準品のクロマトグラムを示す。カルノシ
ンは 5.6 分に、アンセリンは 7.3 分に検出された。
ホモジネートにカルノシンの標準品を添加し回収
率を測定した結果、98.8 ± 6.6%（n = 15）であり、
このシンプルな前処理によって充分にカルノシン
が回収されることが判明した。
　本手法におけるカルノシンおよびアンセリン
の検出限界は両者ともに 0.24 µM であった。
Gatt i  ら1 0 )はカルノシンを含めたアミノ酸を
2,4-dinitrofluorobenzen（DNFB）により誘導体化

後、ODS カラム付 HPLC UV 検出器で 360 nm の 
UV 波長で測定しており、この手法の検出限界は 
0.022 µM である。一方、Maciàら11) は高価な高速
液体クロマトグラフタンデム質量分析計
（LC-MS/MS）を使用してトリ筋肉中のカルノシン
の測定を行っており、検出限界は 0.0079 µM であ
る。これらの手法は高感度であるが、本手法は煩雑
な誘導体化操作が不要であり、安価でかつ汎用さ
れている UV 検出器を使用可能であることから、
本手法には大きな利点があると考えられる。
　HPLC によるウマ筋肉中のカルノシン濃度の測
定結果のクロマトグラムの 1 例を 図3 に示す。本
研究では、ウマ筋肉中からカルノシンは検出され
たが、アンセリンは検出されなかった。Harris ら12)

は、ウマ筋肉からカルノシンのみを検出しており、
今回の結果は一致した。さらに他の臓器について
測定した結果、肝臓、腎臓、空腸、脾臓および大動脈
からはカルノシン、アンセリンともに検出されな
かったが、食道、膀胱および胃からは、微量のカル
ノシンが検出された（表2）。

　さらに、5 種類の筋肉（中殿筋、咬筋、上腕三頭
筋、橈側手根屈筋および胸鎖乳突筋）中カルノシン
濃度を定量した結果、性別、年齢、体重によって差
はあるが、カルノシンの濃度は中殿筋で最も高く、
咬筋では最も低い傾向にあることがわかった。（表
3、図4）
　ウマ筋肉中の筋線維にはType I（遅筋線維）、
Type IIa（速筋（中間筋）線維）、Type IIx（速筋線維）
の 3 種類が存在している。一般に Type I 筋線維
は、遅い持久的な運動に使われ、Type IIx 筋線維は
スピードを要求する運動に用いられ、Type IIa は
両者の中間的な働きをして、持久運動とスピード
を要求する運動の両方に用いられる。この筋線維
の比率は筋肉種によって異なっている。Kawaiら13)

は、各種筋肉中の筋線維タイプを調べた結果、中殿
筋では Type IIa（53%）および Type IIx（42%）が多
く、運動時にはあまり関与しないと考えられる咬
筋では Type I（78%）が多いことを明らかにしてい
る。中殿筋は集中的に速い運動に使われるため、速

筋の割合が高く、咬筋は咀嚼といったゆっくりと
した運動に使用されるため遅筋の割合が高いこと
が考えられる。
　先行研究で調べられた各種筋肉中の筋線維タイ
プを考慮すると、Type II の割合が高い筋肉ではカ
ルノシンの濃度が高く、Type I の割合が高くなる
ほどカルノシンの濃度が低くなる傾向があること
が示唆された。この結果は、Sewell ら14)の結果とも
一致している。また、Moraら15) はブタでは、咬筋に
おいてカルノシン濃度が低いことを報告してお
り、今回の結果と類似の結果で筋肉中のカルノシ
ン濃度は運動能力や筋線維タイプと相関している
可能性が考えられ、その定量分析によってサラブ
レッドの運動能力を推定できる可能性が考えられ
る。
　筋肉中のカルノシンは、血液中に漏出するが、通
常カルノシナーゼによって速やかに分解される。
ところが、Dunnetら16)は、ウマでは血液中にカルノ
シナーゼが存在しないため、血液中に μM レベル
のカルノシンが存在し、その量は運動後に上昇す
ることを報告しており、運動時に生じた筋肉損傷
の結果、カルノシンが漏出した可能性を示唆して

いる。従って、今後、本研究によって開発した定量
法を用いて、サラブレッド血中カルノシン濃度を
測定することが可能となれば、サラブレッドの筋
肉損傷の程度を簡便に推定できる可能性がある。
このことは、サラブレッド育成、飼養管理に有効活
用でき、競走馬としてのトレーニング法やレース
選択の指標となる可能性を示しており、今後さら
に研究を進める必要がある。
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目的
　競走馬の運動能力は体重の増減や筋肉タイプや
栄養に影響されると考えられている1)。カルノシン
（β-アラニル-L-ヒスチジン）は水溶性のジペプチ
ドであり、動物の運動能力に大きく関わるとされ
ている2)。またカルノシンやその類縁物質であるア
ンセリン（1-メチルカルノシン）は、脊椎動物では
骨格筋や神経系に多量に含まれる3)。カルノシンは
筋肉中に高濃度で存在する低分子量化合物の一つ
で、その濃度はクレアチンや ATP と同等と考えら
れている。さらに運動機能に重要な役割を果たし
ているのではないかと古くから考えられてきた。
　運動時には筋肉収縮により乳酸が生じ、その結
果アシドーシスにより筋肉収縮疲労が引き起こさ

れる。カルノシンの pKa は 7.01 であるため、筋肉
内での pH バランス維持に働いているのではない
かと考えられている4)。さらに、抗疲労作用、抗酸化
作用などの運動パフォーマンスに有用な性質を考
えると、筋肉中のカルノシン量は運動能力に関連
することが考えられる2, 5-7)。実際、イヌやウマなど
の競走能力をもつ種ではカルノシン濃度が高いこ
とが知られ、ヒトにおいてもトップアスリートで
は筋肉中のカルノシン濃度が一般人よりも高いこ
とや、カルノシンあるいはその構成成分である β-
アラニンを食事に加えると、筋肉中のカルノシン
濃度が増加し、疲労回復に繋がることも報告され
ている8)。
　競走馬の運動能力を研究する際には、筋肉中の

図1　カルノシンおよびアンセリンの化学構造

表1　使用したサラブレッドの特徴
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カルノシン濃度を測定することは有用である。し
かしながら 図1 に示すようにカルノシンとアン
セリンは親水性が高く、通常ペプチド分析に用い
られる逆相系オクタデシルシリル（ODS）カラムに
は保持されないため、誘導体化をせずに、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC）による分析は困難で
あった。

　そこで我々は、全多孔性グラファイトカーボン
からなるカーボンカラム（HypercarbTM）を使用し
た HPLC によるカルノシンとアンセリンの定量分
析法を構築した9)。
　本研究では、この方法を用いてサラブレッドの
各筋肉中のカルノシン濃度の定量分析を行った。

材料および方法
1. 試薬
　すべての試薬は特級を使用した。アンセリンお
よびカルノシンは Sigma Aldrich社（St. Louis, MO, 
USA）製、トリフルオロ酢酸（TFA）は和光純薬工業
社製、アセトニトリルは関東化学工業社製をそれ
ぞれ使用した。
2. 実験動物
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されているサラブレッド種の牡馬3 頭、去勢
馬1 頭および牝馬 1 頭（3～5 歳、420～506 kg）を
使用した（表1）。

　チオペンタール麻酔により屠殺後、5種の筋肉
（中殿筋、咬筋、上腕三頭筋、橈側手根屈筋および胸
鎖乳突筋）を摘出した。なお、採材の都合上、胸鎖乳
突筋は 2 頭のサラブレッドからは採取すること
が出来なかった。1頭のサラブレッドから、筋肉以
外の臓器（肝臓、腎臓、空腸、食道、胃、脾臓、膀胱お
よび大動脈）も摘出した。各臓器から約 1 cm3 の組
織を摘出し、液体窒素にて直ちに凍結した後、
-40℃ にて保存した。全ての実験は競走馬総合研
究所実験動物管理委員会の承認のもとで行った。
3. 前処理法
　各組織50 mg をファルコンチューブに採取し、
1 mL の水を加え、1 分間ホモジナイズした。溶液
を 2 つに分け、片方には回収率を調べるためカル
ノシン標準品を最終濃度 2.0 mM になるように添
加した。次に、ホモジネートの粘性を抑えるため、
95℃ で 30 分間加熱し、遠心分離（20,000×g、60 
分、4℃）した。得られた筋肉溶出液の上清を分析
試料として用い、20 µL を HPLC に注入した。
4. HPLC 条件
　Hitachi L-7100 HPLC システム（Hitachi High 
Technologies 社、東京）を使用した。カラムは 
HypercarbTM （4.6 mm i.d.×100 mm；Thermo 
Electron 社、Waltman, MA, USA）を用いた。0.05% 
TFA 含有 7% アセトニトリル水溶液を溶離液と
し、流量 1.0 mL/min のイソクラテック条件で測
定した。UV 検出波長は 215 nm とした。

結果および考察
　カーボンカラムを使用した HPLC で、ウマ筋肉
のホモジネート中のカルノシンおよびアンセリン
濃度を測定した。図 2 にカルノシンおよびアンセ
リンの標準品のクロマトグラムを示す。カルノシ
ンは 5.6 分に、アンセリンは 7.3 分に検出された。
ホモジネートにカルノシンの標準品を添加し回収
率を測定した結果、98.8 ± 6.6%（n = 15）であり、
このシンプルな前処理によって充分にカルノシン
が回収されることが判明した。
　本手法におけるカルノシンおよびアンセリン
の検出限界は両者ともに 0.24 µM であった。
Gatt i  ら1 0 )はカルノシンを含めたアミノ酸を
2,4-dinitrofluorobenzen（DNFB）により誘導体化

後、ODS カラム付 HPLC UV 検出器で 360 nm の 
UV 波長で測定しており、この手法の検出限界は 
0.022 µM である。一方、Maciàら11) は高価な高速
液体クロマトグラフタンデム質量分析計
（LC-MS/MS）を使用してトリ筋肉中のカルノシン
の測定を行っており、検出限界は 0.0079 µM であ
る。これらの手法は高感度であるが、本手法は煩雑
な誘導体化操作が不要であり、安価でかつ汎用さ
れている UV 検出器を使用可能であることから、
本手法には大きな利点があると考えられる。
　HPLC によるウマ筋肉中のカルノシン濃度の測
定結果のクロマトグラムの 1 例を 図3 に示す。本
研究では、ウマ筋肉中からカルノシンは検出され
たが、アンセリンは検出されなかった。Harris ら12)

は、ウマ筋肉からカルノシンのみを検出しており、
今回の結果は一致した。さらに他の臓器について
測定した結果、肝臓、腎臓、空腸、脾臓および大動脈
からはカルノシン、アンセリンともに検出されな
かったが、食道、膀胱および胃からは、微量のカル
ノシンが検出された（表2）。

　さらに、5 種類の筋肉（中殿筋、咬筋、上腕三頭
筋、橈側手根屈筋および胸鎖乳突筋）中カルノシン
濃度を定量した結果、性別、年齢、体重によって差
はあるが、カルノシンの濃度は中殿筋で最も高く、
咬筋では最も低い傾向にあることがわかった。（表
3、図4）
　ウマ筋肉中の筋線維にはType I（遅筋線維）、
Type IIa（速筋（中間筋）線維）、Type IIx（速筋線維）
の 3 種類が存在している。一般に Type I 筋線維
は、遅い持久的な運動に使われ、Type IIx 筋線維は
スピードを要求する運動に用いられ、Type IIa は
両者の中間的な働きをして、持久運動とスピード
を要求する運動の両方に用いられる。この筋線維
の比率は筋肉種によって異なっている。Kawaiら13)

は、各種筋肉中の筋線維タイプを調べた結果、中殿
筋では Type IIa（53%）および Type IIx（42%）が多
く、運動時にはあまり関与しないと考えられる咬
筋では Type I（78%）が多いことを明らかにしてい
る。中殿筋は集中的に速い運動に使われるため、速

筋の割合が高く、咬筋は咀嚼といったゆっくりと
した運動に使用されるため遅筋の割合が高いこと
が考えられる。
　先行研究で調べられた各種筋肉中の筋線維タイ
プを考慮すると、Type II の割合が高い筋肉ではカ
ルノシンの濃度が高く、Type I の割合が高くなる
ほどカルノシンの濃度が低くなる傾向があること
が示唆された。この結果は、Sewell ら14)の結果とも
一致している。また、Moraら15) はブタでは、咬筋に
おいてカルノシン濃度が低いことを報告してお
り、今回の結果と類似の結果で筋肉中のカルノシ
ン濃度は運動能力や筋線維タイプと相関している
可能性が考えられ、その定量分析によってサラブ
レッドの運動能力を推定できる可能性が考えられ
る。
　筋肉中のカルノシンは、血液中に漏出するが、通
常カルノシナーゼによって速やかに分解される。
ところが、Dunnetら16)は、ウマでは血液中にカルノ
シナーゼが存在しないため、血液中に μM レベル
のカルノシンが存在し、その量は運動後に上昇す
ることを報告しており、運動時に生じた筋肉損傷
の結果、カルノシンが漏出した可能性を示唆して

いる。従って、今後、本研究によって開発した定量
法を用いて、サラブレッド血中カルノシン濃度を
測定することが可能となれば、サラブレッドの筋
肉損傷の程度を簡便に推定できる可能性がある。
このことは、サラブレッド育成、飼養管理に有効活
用でき、競走馬としてのトレーニング法やレース
選択の指標となる可能性を示しており、今後さら
に研究を進める必要がある。
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目的
　競走馬の運動能力は体重の増減や筋肉タイプや
栄養に影響されると考えられている1)。カルノシン
（β-アラニル-L-ヒスチジン）は水溶性のジペプチ
ドであり、動物の運動能力に大きく関わるとされ
ている2)。またカルノシンやその類縁物質であるア
ンセリン（1-メチルカルノシン）は、脊椎動物では
骨格筋や神経系に多量に含まれる3)。カルノシンは
筋肉中に高濃度で存在する低分子量化合物の一つ
で、その濃度はクレアチンや ATP と同等と考えら
れている。さらに運動機能に重要な役割を果たし
ているのではないかと古くから考えられてきた。
　運動時には筋肉収縮により乳酸が生じ、その結
果アシドーシスにより筋肉収縮疲労が引き起こさ

れる。カルノシンの pKa は 7.01 であるため、筋肉
内での pH バランス維持に働いているのではない
かと考えられている4)。さらに、抗疲労作用、抗酸化
作用などの運動パフォーマンスに有用な性質を考
えると、筋肉中のカルノシン量は運動能力に関連
することが考えられる2, 5-7)。実際、イヌやウマなど
の競走能力をもつ種ではカルノシン濃度が高いこ
とが知られ、ヒトにおいてもトップアスリートで
は筋肉中のカルノシン濃度が一般人よりも高いこ
とや、カルノシンあるいはその構成成分である β-
アラニンを食事に加えると、筋肉中のカルノシン
濃度が増加し、疲労回復に繋がることも報告され
ている8)。
　競走馬の運動能力を研究する際には、筋肉中の

表2　臓器中のカルノシン濃度（mg/g）

図2　カルノシンおよびアンセリンの標準品のクロ
　　   マトグラム
Hypercarb column にカルノシンおよびアンセリン標準品 1 
mM 混合溶液を20 µL 注入。溶離液：0.05% TFA 含有 7% アセト
ニトリル水溶液、検出：UV 215 nm　流量：1 mL/min

図3　サラブレッド筋肉のクロマトグラム 
Hypercarb column に筋肉溶出液を 20 µL 注入。溶離液：0.05% 
TFA 含有 7% アセトニトリル水溶液、検出：UV 215 nm　流量：
1 mL/min
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カルノシン濃度を測定することは有用である。し
かしながら 図1 に示すようにカルノシンとアン
セリンは親水性が高く、通常ペプチド分析に用い
られる逆相系オクタデシルシリル（ODS）カラムに
は保持されないため、誘導体化をせずに、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC）による分析は困難で
あった。

　そこで我々は、全多孔性グラファイトカーボン
からなるカーボンカラム（HypercarbTM）を使用し
た HPLC によるカルノシンとアンセリンの定量分
析法を構築した9)。
　本研究では、この方法を用いてサラブレッドの
各筋肉中のカルノシン濃度の定量分析を行った。

材料および方法
1. 試薬
　すべての試薬は特級を使用した。アンセリンお
よびカルノシンは Sigma Aldrich社（St. Louis, MO, 
USA）製、トリフルオロ酢酸（TFA）は和光純薬工業
社製、アセトニトリルは関東化学工業社製をそれ
ぞれ使用した。
2. 実験動物
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されているサラブレッド種の牡馬3 頭、去勢
馬1 頭および牝馬 1 頭（3～5 歳、420～506 kg）を
使用した（表1）。

　チオペンタール麻酔により屠殺後、5種の筋肉
（中殿筋、咬筋、上腕三頭筋、橈側手根屈筋および胸
鎖乳突筋）を摘出した。なお、採材の都合上、胸鎖乳
突筋は 2 頭のサラブレッドからは採取すること
が出来なかった。1頭のサラブレッドから、筋肉以
外の臓器（肝臓、腎臓、空腸、食道、胃、脾臓、膀胱お
よび大動脈）も摘出した。各臓器から約 1 cm3 の組
織を摘出し、液体窒素にて直ちに凍結した後、
-40℃ にて保存した。全ての実験は競走馬総合研
究所実験動物管理委員会の承認のもとで行った。
3. 前処理法
　各組織50 mg をファルコンチューブに採取し、
1 mL の水を加え、1 分間ホモジナイズした。溶液
を 2 つに分け、片方には回収率を調べるためカル
ノシン標準品を最終濃度 2.0 mM になるように添
加した。次に、ホモジネートの粘性を抑えるため、
95℃ で 30 分間加熱し、遠心分離（20,000×g、60 
分、4℃）した。得られた筋肉溶出液の上清を分析
試料として用い、20 µL を HPLC に注入した。
4. HPLC 条件
　Hitachi L-7100 HPLC システム（Hitachi High 
Technologies 社、東京）を使用した。カラムは 
HypercarbTM （4.6 mm i.d.×100 mm；Thermo 
Electron 社、Waltman, MA, USA）を用いた。0.05% 
TFA 含有 7% アセトニトリル水溶液を溶離液と
し、流量 1.0 mL/min のイソクラテック条件で測
定した。UV 検出波長は 215 nm とした。

結果および考察
　カーボンカラムを使用した HPLC で、ウマ筋肉
のホモジネート中のカルノシンおよびアンセリン
濃度を測定した。図 2 にカルノシンおよびアンセ
リンの標準品のクロマトグラムを示す。カルノシ
ンは 5.6 分に、アンセリンは 7.3 分に検出された。
ホモジネートにカルノシンの標準品を添加し回収
率を測定した結果、98.8 ± 6.6%（n = 15）であり、
このシンプルな前処理によって充分にカルノシン
が回収されることが判明した。
　本手法におけるカルノシンおよびアンセリン
の検出限界は両者ともに 0.24 µM であった。
Gatt i  ら1 0 )はカルノシンを含めたアミノ酸を
2,4-dinitrofluorobenzen（DNFB）により誘導体化

後、ODS カラム付 HPLC UV 検出器で 360 nm の 
UV 波長で測定しており、この手法の検出限界は 
0.022 µM である。一方、Maciàら11) は高価な高速
液体クロマトグラフタンデム質量分析計
（LC-MS/MS）を使用してトリ筋肉中のカルノシン
の測定を行っており、検出限界は 0.0079 µM であ
る。これらの手法は高感度であるが、本手法は煩雑
な誘導体化操作が不要であり、安価でかつ汎用さ
れている UV 検出器を使用可能であることから、
本手法には大きな利点があると考えられる。
　HPLC によるウマ筋肉中のカルノシン濃度の測
定結果のクロマトグラムの 1 例を 図3 に示す。本
研究では、ウマ筋肉中からカルノシンは検出され
たが、アンセリンは検出されなかった。Harris ら12)

は、ウマ筋肉からカルノシンのみを検出しており、
今回の結果は一致した。さらに他の臓器について
測定した結果、肝臓、腎臓、空腸、脾臓および大動脈
からはカルノシン、アンセリンともに検出されな
かったが、食道、膀胱および胃からは、微量のカル
ノシンが検出された（表2）。

　さらに、5 種類の筋肉（中殿筋、咬筋、上腕三頭
筋、橈側手根屈筋および胸鎖乳突筋）中カルノシン
濃度を定量した結果、性別、年齢、体重によって差
はあるが、カルノシンの濃度は中殿筋で最も高く、
咬筋では最も低い傾向にあることがわかった。（表
3、図4）
　ウマ筋肉中の筋線維にはType I（遅筋線維）、
Type IIa（速筋（中間筋）線維）、Type IIx（速筋線維）
の 3 種類が存在している。一般に Type I 筋線維
は、遅い持久的な運動に使われ、Type IIx 筋線維は
スピードを要求する運動に用いられ、Type IIa は
両者の中間的な働きをして、持久運動とスピード
を要求する運動の両方に用いられる。この筋線維
の比率は筋肉種によって異なっている。Kawaiら13)

は、各種筋肉中の筋線維タイプを調べた結果、中殿
筋では Type IIa（53%）および Type IIx（42%）が多
く、運動時にはあまり関与しないと考えられる咬
筋では Type I（78%）が多いことを明らかにしてい
る。中殿筋は集中的に速い運動に使われるため、速

筋の割合が高く、咬筋は咀嚼といったゆっくりと
した運動に使用されるため遅筋の割合が高いこと
が考えられる。
　先行研究で調べられた各種筋肉中の筋線維タイ
プを考慮すると、Type II の割合が高い筋肉ではカ
ルノシンの濃度が高く、Type I の割合が高くなる
ほどカルノシンの濃度が低くなる傾向があること
が示唆された。この結果は、Sewell ら14)の結果とも
一致している。また、Moraら15) はブタでは、咬筋に
おいてカルノシン濃度が低いことを報告してお
り、今回の結果と類似の結果で筋肉中のカルノシ
ン濃度は運動能力や筋線維タイプと相関している
可能性が考えられ、その定量分析によってサラブ
レッドの運動能力を推定できる可能性が考えられ
る。
　筋肉中のカルノシンは、血液中に漏出するが、通
常カルノシナーゼによって速やかに分解される。
ところが、Dunnetら16)は、ウマでは血液中にカルノ
シナーゼが存在しないため、血液中に μM レベル
のカルノシンが存在し、その量は運動後に上昇す
ることを報告しており、運動時に生じた筋肉損傷
の結果、カルノシンが漏出した可能性を示唆して

いる。従って、今後、本研究によって開発した定量
法を用いて、サラブレッド血中カルノシン濃度を
測定することが可能となれば、サラブレッドの筋
肉損傷の程度を簡便に推定できる可能性がある。
このことは、サラブレッド育成、飼養管理に有効活
用でき、競走馬としてのトレーニング法やレース
選択の指標となる可能性を示しており、今後さら
に研究を進める必要がある。
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目的
　競走馬の運動能力は体重の増減や筋肉タイプや
栄養に影響されると考えられている1)。カルノシン
（β-アラニル-L-ヒスチジン）は水溶性のジペプチ
ドであり、動物の運動能力に大きく関わるとされ
ている2)。またカルノシンやその類縁物質であるア
ンセリン（1-メチルカルノシン）は、脊椎動物では
骨格筋や神経系に多量に含まれる3)。カルノシンは
筋肉中に高濃度で存在する低分子量化合物の一つ
で、その濃度はクレアチンや ATP と同等と考えら
れている。さらに運動機能に重要な役割を果たし
ているのではないかと古くから考えられてきた。
　運動時には筋肉収縮により乳酸が生じ、その結
果アシドーシスにより筋肉収縮疲労が引き起こさ

れる。カルノシンの pKa は 7.01 であるため、筋肉
内での pH バランス維持に働いているのではない
かと考えられている4)。さらに、抗疲労作用、抗酸化
作用などの運動パフォーマンスに有用な性質を考
えると、筋肉中のカルノシン量は運動能力に関連
することが考えられる2, 5-7)。実際、イヌやウマなど
の競走能力をもつ種ではカルノシン濃度が高いこ
とが知られ、ヒトにおいてもトップアスリートで
は筋肉中のカルノシン濃度が一般人よりも高いこ
とや、カルノシンあるいはその構成成分である β-
アラニンを食事に加えると、筋肉中のカルノシン
濃度が増加し、疲労回復に繋がることも報告され
ている8)。
　競走馬の運動能力を研究する際には、筋肉中の

表3　各筋肉組織中のカルノシン濃度（mg/g）

図4　種々の筋肉中のカルノシン濃度
mean±S.D., n=3
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カルノシン濃度を測定することは有用である。し
かしながら 図1 に示すようにカルノシンとアン
セリンは親水性が高く、通常ペプチド分析に用い
られる逆相系オクタデシルシリル（ODS）カラムに
は保持されないため、誘導体化をせずに、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC）による分析は困難で
あった。

　そこで我々は、全多孔性グラファイトカーボン
からなるカーボンカラム（HypercarbTM）を使用し
た HPLC によるカルノシンとアンセリンの定量分
析法を構築した9)。
　本研究では、この方法を用いてサラブレッドの
各筋肉中のカルノシン濃度の定量分析を行った。

材料および方法
1. 試薬
　すべての試薬は特級を使用した。アンセリンお
よびカルノシンは Sigma Aldrich社（St. Louis, MO, 
USA）製、トリフルオロ酢酸（TFA）は和光純薬工業
社製、アセトニトリルは関東化学工業社製をそれ
ぞれ使用した。
2. 実験動物
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されているサラブレッド種の牡馬3 頭、去勢
馬1 頭および牝馬 1 頭（3～5 歳、420～506 kg）を
使用した（表1）。

　チオペンタール麻酔により屠殺後、5種の筋肉
（中殿筋、咬筋、上腕三頭筋、橈側手根屈筋および胸
鎖乳突筋）を摘出した。なお、採材の都合上、胸鎖乳
突筋は 2 頭のサラブレッドからは採取すること
が出来なかった。1頭のサラブレッドから、筋肉以
外の臓器（肝臓、腎臓、空腸、食道、胃、脾臓、膀胱お
よび大動脈）も摘出した。各臓器から約 1 cm3 の組
織を摘出し、液体窒素にて直ちに凍結した後、
-40℃ にて保存した。全ての実験は競走馬総合研
究所実験動物管理委員会の承認のもとで行った。
3. 前処理法
　各組織50 mg をファルコンチューブに採取し、
1 mL の水を加え、1 分間ホモジナイズした。溶液
を 2 つに分け、片方には回収率を調べるためカル
ノシン標準品を最終濃度 2.0 mM になるように添
加した。次に、ホモジネートの粘性を抑えるため、
95℃ で 30 分間加熱し、遠心分離（20,000×g、60 
分、4℃）した。得られた筋肉溶出液の上清を分析
試料として用い、20 µL を HPLC に注入した。
4. HPLC 条件
　Hitachi L-7100 HPLC システム（Hitachi High 
Technologies 社、東京）を使用した。カラムは 
HypercarbTM （4.6 mm i.d.×100 mm；Thermo 
Electron 社、Waltman, MA, USA）を用いた。0.05% 
TFA 含有 7% アセトニトリル水溶液を溶離液と
し、流量 1.0 mL/min のイソクラテック条件で測
定した。UV 検出波長は 215 nm とした。

結果および考察
　カーボンカラムを使用した HPLC で、ウマ筋肉
のホモジネート中のカルノシンおよびアンセリン
濃度を測定した。図 2 にカルノシンおよびアンセ
リンの標準品のクロマトグラムを示す。カルノシ
ンは 5.6 分に、アンセリンは 7.3 分に検出された。
ホモジネートにカルノシンの標準品を添加し回収
率を測定した結果、98.8 ± 6.6%（n = 15）であり、
このシンプルな前処理によって充分にカルノシン
が回収されることが判明した。
　本手法におけるカルノシンおよびアンセリン
の検出限界は両者ともに 0.24 µM であった。
Gatt i  ら1 0 )はカルノシンを含めたアミノ酸を
2,4-dinitrofluorobenzen（DNFB）により誘導体化

後、ODS カラム付 HPLC UV 検出器で 360 nm の 
UV 波長で測定しており、この手法の検出限界は 
0.022 µM である。一方、Maciàら11) は高価な高速
液体クロマトグラフタンデム質量分析計
（LC-MS/MS）を使用してトリ筋肉中のカルノシン
の測定を行っており、検出限界は 0.0079 µM であ
る。これらの手法は高感度であるが、本手法は煩雑
な誘導体化操作が不要であり、安価でかつ汎用さ
れている UV 検出器を使用可能であることから、
本手法には大きな利点があると考えられる。
　HPLC によるウマ筋肉中のカルノシン濃度の測
定結果のクロマトグラムの 1 例を 図3 に示す。本
研究では、ウマ筋肉中からカルノシンは検出され
たが、アンセリンは検出されなかった。Harris ら12)

は、ウマ筋肉からカルノシンのみを検出しており、
今回の結果は一致した。さらに他の臓器について
測定した結果、肝臓、腎臓、空腸、脾臓および大動脈
からはカルノシン、アンセリンともに検出されな
かったが、食道、膀胱および胃からは、微量のカル
ノシンが検出された（表2）。

　さらに、5 種類の筋肉（中殿筋、咬筋、上腕三頭
筋、橈側手根屈筋および胸鎖乳突筋）中カルノシン
濃度を定量した結果、性別、年齢、体重によって差
はあるが、カルノシンの濃度は中殿筋で最も高く、
咬筋では最も低い傾向にあることがわかった。（表
3、図4）
　ウマ筋肉中の筋線維にはType I（遅筋線維）、
Type IIa（速筋（中間筋）線維）、Type IIx（速筋線維）
の 3 種類が存在している。一般に Type I 筋線維
は、遅い持久的な運動に使われ、Type IIx 筋線維は
スピードを要求する運動に用いられ、Type IIa は
両者の中間的な働きをして、持久運動とスピード
を要求する運動の両方に用いられる。この筋線維
の比率は筋肉種によって異なっている。Kawaiら13)

は、各種筋肉中の筋線維タイプを調べた結果、中殿
筋では Type IIa（53%）および Type IIx（42%）が多
く、運動時にはあまり関与しないと考えられる咬
筋では Type I（78%）が多いことを明らかにしてい
る。中殿筋は集中的に速い運動に使われるため、速

筋の割合が高く、咬筋は咀嚼といったゆっくりと
した運動に使用されるため遅筋の割合が高いこと
が考えられる。
　先行研究で調べられた各種筋肉中の筋線維タイ
プを考慮すると、Type II の割合が高い筋肉ではカ
ルノシンの濃度が高く、Type I の割合が高くなる
ほどカルノシンの濃度が低くなる傾向があること
が示唆された。この結果は、Sewell ら14)の結果とも
一致している。また、Moraら15) はブタでは、咬筋に
おいてカルノシン濃度が低いことを報告してお
り、今回の結果と類似の結果で筋肉中のカルノシ
ン濃度は運動能力や筋線維タイプと相関している
可能性が考えられ、その定量分析によってサラブ
レッドの運動能力を推定できる可能性が考えられ
る。
　筋肉中のカルノシンは、血液中に漏出するが、通
常カルノシナーゼによって速やかに分解される。
ところが、Dunnetら16)は、ウマでは血液中にカルノ
シナーゼが存在しないため、血液中に μM レベル
のカルノシンが存在し、その量は運動後に上昇す
ることを報告しており、運動時に生じた筋肉損傷
の結果、カルノシンが漏出した可能性を示唆して

いる。従って、今後、本研究によって開発した定量
法を用いて、サラブレッド血中カルノシン濃度を
測定することが可能となれば、サラブレッドの筋
肉損傷の程度を簡便に推定できる可能性がある。
このことは、サラブレッド育成、飼養管理に有効活
用でき、競走馬としてのトレーニング法やレース
選択の指標となる可能性を示しており、今後さら
に研究を進める必要がある。
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目的
　競走馬の運動能力は体重の増減や筋肉タイプや
栄養に影響されると考えられている1)。カルノシン
（β-アラニル-L-ヒスチジン）は水溶性のジペプチ
ドであり、動物の運動能力に大きく関わるとされ
ている2)。またカルノシンやその類縁物質であるア
ンセリン（1-メチルカルノシン）は、脊椎動物では
骨格筋や神経系に多量に含まれる3)。カルノシンは
筋肉中に高濃度で存在する低分子量化合物の一つ
で、その濃度はクレアチンや ATP と同等と考えら
れている。さらに運動機能に重要な役割を果たし
ているのではないかと古くから考えられてきた。
　運動時には筋肉収縮により乳酸が生じ、その結
果アシドーシスにより筋肉収縮疲労が引き起こさ

れる。カルノシンの pKa は 7.01 であるため、筋肉
内での pH バランス維持に働いているのではない
かと考えられている4)。さらに、抗疲労作用、抗酸化
作用などの運動パフォーマンスに有用な性質を考
えると、筋肉中のカルノシン量は運動能力に関連
することが考えられる2, 5-7)。実際、イヌやウマなど
の競走能力をもつ種ではカルノシン濃度が高いこ
とが知られ、ヒトにおいてもトップアスリートで
は筋肉中のカルノシン濃度が一般人よりも高いこ
とや、カルノシンあるいはその構成成分である β-
アラニンを食事に加えると、筋肉中のカルノシン
濃度が増加し、疲労回復に繋がることも報告され
ている8)。
　競走馬の運動能力を研究する際には、筋肉中の
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はじめに
　競走馬生産において、的確な防疫対策で感染症
の予防・まん延防止を図ることは非常に重要であ
り、そのためには、感染症に関する疫学情報を常に
正確に把握しておく必要がある。競走馬総合研究
所では、このような観点から、国内の主要な軽種馬
生産地である日高地方の自衛防疫組織（日高家畜
衛生防疫推進協議会）と共同で、同地方における主
要な感染症のサーベイランスを継続して実施して
いる。本稿では、平成25年から27年にかけて日高
地方において実施した、馬ウイルス性動脈炎、ウマ
ロタウイルス病およびウマヘルペスウイルス1型
感染症のサーベイランス成績を報告する。

1．馬ウイルス性動脈炎のサーベイランス
　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
が原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイ
ルス感染症で、米国や欧州では散発的に発生が認
められている1)。わが国は世界的にもまれな清浄国
であり、一旦国内に侵入すると大きな被害が予測

される。そこで、EAVの感染リスクが考えられる種
牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検査を実施
した。
　日高地方で繋養された種牡馬および繁殖牝馬の
血清を検査対象とした。内訳は、種畜衛生検査時の
種牡馬血清延べ620検体（ワクチン接種歴のある
馬の血清43検体を含む）、ワクチン接種歴のある
新種牡馬と交配した牝馬の交配約1か月後の血清
35検体および原因不明の流産馬の流産時の血清
77検体であった（表1）。全血清を対象にELISAによ
るスクリーニング検査を実施し、ELISAで陽性を示
した血清のうちワクチン接種歴のある馬の血清を
除いて中和試験による確認検査を行った。なお、
ELISAおよび中和試験は、既報に従って実施し
た5, 9)。

　ワクチン接種歴のある馬の血清43検体のうち
42検体が抗体陽性であった（表2）。抗体陰性で
あった1検体が採取された馬は、調査期間中に3年
連続で検査を受けており、それらのうち平成26年
に採取された血清のみが陰性を示した。一方、ワク
チン未接種馬の血清は全て抗体陰性であった。以
上の結果から、検査を行った範囲において、馬ウイ
ルス性動脈炎が日高地方に侵入した形跡は認めら
れなかった。

2．ウマロタウイルス病のサーベイランス
　ウマロタウイルス病は当歳馬の下痢を主徴と
し、生産地ではG3型とG14型の2種類の血清型が
流行している。したがって、的確な診断・予防のた
めには、継続的なサーベイランスによる流行株の
把握と新たな血清型のウイルスの侵入監視が必要
である。そこで、本病が疑われた当歳馬のウイルス
学的検査を実施した。
　平成25年2月から27年8月の間で、下痢を呈し
てウマロタウイルス病が疑われた日高地方の当歳
馬303頭から直腸スワブを採取した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスRNAを抽出し、PCR
法によるロタウイルス遺伝子の検出とG血清型別
を行った3)。カイ2乗検定を用いて、平成22年から
24年にかけて実施した前回調査と今回の調査お
よび今回の調査期間中の年毎の両G血清型の検出
率を比較した（P<0.05）。
　303検体中148検体がロタウイルス遺伝子陽性
であった（表3）。陽性検体についてG血清型別を実
施した結果、G3型105検体、G14型46検体と型別
された（表4、両陽性の3検体をG3型とG14型のい

ずれにも計上）。前回調査2)（G3型58.2%、G14型
41.8%）と検出率を比較したところ、今回の調査で
はG3型の割合が統計的に有意に高かった
（P<0.05）。ただし、調査年によって血清型の検出
率に有意な差が認められ（P<0.001）、平成27年は
G14型が大半を占めた。以上の結果から、前回調査
に引き続き、日高地方ではG3型の分布が優勢で、
その割合が増加しているが、G14型も引き続き広
く分布していることが示された。

3．ウマヘルペスウイルス1型感染症のサーベイラ
ンス
　近年欧米では、ウマヘルペスウイルス1型
（EHV-1）感染による脊髄脳症（Equine herpesvirus 
myeloencephalopathy：EHM）の発生が増加傾向に
あり、本症からの分離株の大半は、DNAポリメラー
ゼ遺伝子（ORF30）に1塩基置換（神経病原性遺伝
子マーカー）を持つ変異株である4)。これまでのと
ころ、日本国内での変異株の分離はまれである
が6, 7, 8)、同株が日高地方に広く伝播した場合、大き
な被害を生じる可能性が考えられる。また、EHV-1
は、68番遺伝子（ORF68）の多型により6グループ
に分類され、同分類とウイルスの地理的分布が関
係していることが示されている4)。グループ3は
ヨーロッパ、グループ5は北米で主に分離される
が、グループ1の海外での分離率は10%以下と報告
されている。そこで、日高地方におけるEHV-1の疫
学状況を明らかにするために、同地方で発生した
EHV-1流産胎子を検体として、神経病原性遺伝子
マーカーの有無の検索とORF68の多型を指標とし
たグループ分けを実施した。
　平成24年12月から27年5月の間で、日高家畜保
健衛生所において馬鼻肺炎と診断された、48牧場
由来の流産胎子95検体を検査した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスDNAを抽出し、
EHV-1のORF30およびORF68領域をPCR増幅した
後、ダイレクト・シーケンス法を用いて、得られた

PCR産物の塩基配列を決定した6)。ORF30上の
2254番塩基に非同義置換（塩基置換：A→G、アミ
ノ酸置換：アスパラギン→アスパラギン酸）が認め
られた株を神経病原性変異株とした。また、
Nugentらの報告4)に従い、ORF68の多型を指標と
して、グループ1から6に株を分類した。フィッ
シャーの正確確率検定（ORF30）およびカイ2乗検
定（ORF68）を用いて、平成22年度から24年度にか
けて実施した前回調査と今回の調査の間で各株の
検出率を比較した（P<0.05）。
　表5から7に各年度の成績を示した。平成25年度
のJ牧場を除いて、同一牧場での複数頭の流産はい
ずれも、同じORF30およびORF68の遺伝子配列を
持つEHV-1株によるものであったことから、発生
牧場毎に3年間の成績を集計した（表8および9）。
　平成26年度に調査したM牧場のみで、神経病原
性変異株が認められた（表6および8）。なお、同牧
場での流産は単発で、牧場内でのEHMの発生も報
告されなかった。今回の調査における変異株の検
出率は2.1%で、前回調査の成績である2.3%8)と比
較して、統計的に有意な差は認められなかった
（P=1.000）。以上の成績から、これまでのところ、
日高地方における神経病原性変異株の浸潤は限局
的であると推察された。

　ORF68の多型を指標としてグループ分けを実施
した結果、グループ1、2、3、5および6が確認され、
それらのうちグループ5が55.1%を占めた（表9）。
グループ1と5以外を1グループにまとめ、3グルー
プとして前回調査8)（グループ1：32.6%、グループ
5：55.8%、グループ1と5以外：11.6%）と検出率を
比較したところ、統計的に有意な差は認められな
かった（P=0.926）。平成13年度から21年度の調査
では、グループ1が50%以上の検出率を示して最も
優勢であったが7)、北米型のグループ5の浸潤が、同
株が平成15年度に初めて確認されて以降進んで
いる。前回および今回の調査から、この傾向が日高
地方で続いていることが確認された。これまでの
ところ、各グループ間での病原性、抗原性などの相
違が調査されていないため、グループの入れ替わ
りが日高地方でのEHV-1感染症の発生に与える影
響は現時点では不明である。しかしながら、その動
向は今後も注視する必要があると考えられた。
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要約

　平成25年から27年にかけて、日高地方において馬ウイルス性動脈炎、ウマロタウイルス病およびウ
マヘルペスウイルス1型感染症のサーベイランスを実施した。その結果、馬ウイルス性動脈炎が日高地
方に侵入した形跡は認められなかった。ロタウイルスの血清型別については、G3型の分布が優勢である
ことが示された。ウマヘルペスウイルス1型の神経病原性遺伝子マーカーの検索から、神経病原性変異
株の日高地方における浸潤が限局的であること、また、68番遺伝子の多型を用いたグループ分けから、
グループ5株の浸潤が進んでいることが示された。

Tsujimura Koji, Bannai Hiroshi, Nemoto Manabu, Yamanaka Takashi, Kondo Takashi：競走馬総合研究所

日高地方における馬のウイルス感染症のサーベイランス
－生産地疾病等調査研究報告（平成25～27年）－

表1　馬ウイルス性動脈炎抗体検査用血清の内訳
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はじめに
　競走馬生産において、的確な防疫対策で感染症
の予防・まん延防止を図ることは非常に重要であ
り、そのためには、感染症に関する疫学情報を常に
正確に把握しておく必要がある。競走馬総合研究
所では、このような観点から、国内の主要な軽種馬
生産地である日高地方の自衛防疫組織（日高家畜
衛生防疫推進協議会）と共同で、同地方における主
要な感染症のサーベイランスを継続して実施して
いる。本稿では、平成25年から27年にかけて日高
地方において実施した、馬ウイルス性動脈炎、ウマ
ロタウイルス病およびウマヘルペスウイルス1型
感染症のサーベイランス成績を報告する。

1．馬ウイルス性動脈炎のサーベイランス
　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
が原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイ
ルス感染症で、米国や欧州では散発的に発生が認
められている1)。わが国は世界的にもまれな清浄国
であり、一旦国内に侵入すると大きな被害が予測

される。そこで、EAVの感染リスクが考えられる種
牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検査を実施
した。
　日高地方で繋養された種牡馬および繁殖牝馬の
血清を検査対象とした。内訳は、種畜衛生検査時の
種牡馬血清延べ620検体（ワクチン接種歴のある
馬の血清43検体を含む）、ワクチン接種歴のある
新種牡馬と交配した牝馬の交配約1か月後の血清
35検体および原因不明の流産馬の流産時の血清
77検体であった（表1）。全血清を対象にELISAによ
るスクリーニング検査を実施し、ELISAで陽性を示
した血清のうちワクチン接種歴のある馬の血清を
除いて中和試験による確認検査を行った。なお、
ELISAおよび中和試験は、既報に従って実施し
た5, 9)。

　ワクチン接種歴のある馬の血清43検体のうち
42検体が抗体陽性であった（表2）。抗体陰性で
あった1検体が採取された馬は、調査期間中に3年
連続で検査を受けており、それらのうち平成26年
に採取された血清のみが陰性を示した。一方、ワク
チン未接種馬の血清は全て抗体陰性であった。以
上の結果から、検査を行った範囲において、馬ウイ
ルス性動脈炎が日高地方に侵入した形跡は認めら
れなかった。

2．ウマロタウイルス病のサーベイランス
　ウマロタウイルス病は当歳馬の下痢を主徴と
し、生産地ではG3型とG14型の2種類の血清型が
流行している。したがって、的確な診断・予防のた
めには、継続的なサーベイランスによる流行株の
把握と新たな血清型のウイルスの侵入監視が必要
である。そこで、本病が疑われた当歳馬のウイルス
学的検査を実施した。
　平成25年2月から27年8月の間で、下痢を呈し
てウマロタウイルス病が疑われた日高地方の当歳
馬303頭から直腸スワブを採取した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスRNAを抽出し、PCR
法によるロタウイルス遺伝子の検出とG血清型別
を行った3)。カイ2乗検定を用いて、平成22年から
24年にかけて実施した前回調査と今回の調査お
よび今回の調査期間中の年毎の両G血清型の検出
率を比較した（P<0.05）。
　303検体中148検体がロタウイルス遺伝子陽性
であった（表3）。陽性検体についてG血清型別を実
施した結果、G3型105検体、G14型46検体と型別
された（表4、両陽性の3検体をG3型とG14型のい

ずれにも計上）。前回調査2)（G3型58.2%、G14型
41.8%）と検出率を比較したところ、今回の調査で
はG3型の割合が統計的に有意に高かった
（P<0.05）。ただし、調査年によって血清型の検出
率に有意な差が認められ（P<0.001）、平成27年は
G14型が大半を占めた。以上の結果から、前回調査
に引き続き、日高地方ではG3型の分布が優勢で、
その割合が増加しているが、G14型も引き続き広
く分布していることが示された。

3．ウマヘルペスウイルス1型感染症のサーベイラ
ンス
　近年欧米では、ウマヘルペスウイルス1型
（EHV-1）感染による脊髄脳症（Equine herpesvirus 
myeloencephalopathy：EHM）の発生が増加傾向に
あり、本症からの分離株の大半は、DNAポリメラー
ゼ遺伝子（ORF30）に1塩基置換（神経病原性遺伝
子マーカー）を持つ変異株である4)。これまでのと
ころ、日本国内での変異株の分離はまれである
が6, 7, 8)、同株が日高地方に広く伝播した場合、大き
な被害を生じる可能性が考えられる。また、EHV-1
は、68番遺伝子（ORF68）の多型により6グループ
に分類され、同分類とウイルスの地理的分布が関
係していることが示されている4)。グループ3は
ヨーロッパ、グループ5は北米で主に分離される
が、グループ1の海外での分離率は10%以下と報告
されている。そこで、日高地方におけるEHV-1の疫
学状況を明らかにするために、同地方で発生した
EHV-1流産胎子を検体として、神経病原性遺伝子
マーカーの有無の検索とORF68の多型を指標とし
たグループ分けを実施した。
　平成24年12月から27年5月の間で、日高家畜保
健衛生所において馬鼻肺炎と診断された、48牧場
由来の流産胎子95検体を検査した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスDNAを抽出し、
EHV-1のORF30およびORF68領域をPCR増幅した
後、ダイレクト・シーケンス法を用いて、得られた

PCR産物の塩基配列を決定した6)。ORF30上の
2254番塩基に非同義置換（塩基置換：A→G、アミ
ノ酸置換：アスパラギン→アスパラギン酸）が認め
られた株を神経病原性変異株とした。また、
Nugentらの報告4)に従い、ORF68の多型を指標と
して、グループ1から6に株を分類した。フィッ
シャーの正確確率検定（ORF30）およびカイ2乗検
定（ORF68）を用いて、平成22年度から24年度にか
けて実施した前回調査と今回の調査の間で各株の
検出率を比較した（P<0.05）。
　表5から7に各年度の成績を示した。平成25年度
のJ牧場を除いて、同一牧場での複数頭の流産はい
ずれも、同じORF30およびORF68の遺伝子配列を
持つEHV-1株によるものであったことから、発生
牧場毎に3年間の成績を集計した（表8および9）。
　平成26年度に調査したM牧場のみで、神経病原
性変異株が認められた（表6および8）。なお、同牧
場での流産は単発で、牧場内でのEHMの発生も報
告されなかった。今回の調査における変異株の検
出率は2.1%で、前回調査の成績である2.3%8)と比
較して、統計的に有意な差は認められなかった
（P=1.000）。以上の成績から、これまでのところ、
日高地方における神経病原性変異株の浸潤は限局
的であると推察された。

　ORF68の多型を指標としてグループ分けを実施
した結果、グループ1、2、3、5および6が確認され、
それらのうちグループ5が55.1%を占めた（表9）。
グループ1と5以外を1グループにまとめ、3グルー
プとして前回調査8)（グループ1：32.6%、グループ
5：55.8%、グループ1と5以外：11.6%）と検出率を
比較したところ、統計的に有意な差は認められな
かった（P=0.926）。平成13年度から21年度の調査
では、グループ1が50%以上の検出率を示して最も
優勢であったが7)、北米型のグループ5の浸潤が、同
株が平成15年度に初めて確認されて以降進んで
いる。前回および今回の調査から、この傾向が日高
地方で続いていることが確認された。これまでの
ところ、各グループ間での病原性、抗原性などの相
違が調査されていないため、グループの入れ替わ
りが日高地方でのEHV-1感染症の発生に与える影
響は現時点では不明である。しかしながら、その動
向は今後も注視する必要があると考えられた。
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はじめに
　競走馬生産において、的確な防疫対策で感染症
の予防・まん延防止を図ることは非常に重要であ
り、そのためには、感染症に関する疫学情報を常に
正確に把握しておく必要がある。競走馬総合研究
所では、このような観点から、国内の主要な軽種馬
生産地である日高地方の自衛防疫組織（日高家畜
衛生防疫推進協議会）と共同で、同地方における主
要な感染症のサーベイランスを継続して実施して
いる。本稿では、平成25年から27年にかけて日高
地方において実施した、馬ウイルス性動脈炎、ウマ
ロタウイルス病およびウマヘルペスウイルス1型
感染症のサーベイランス成績を報告する。

1．馬ウイルス性動脈炎のサーベイランス
　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
が原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイ
ルス感染症で、米国や欧州では散発的に発生が認
められている1)。わが国は世界的にもまれな清浄国
であり、一旦国内に侵入すると大きな被害が予測

される。そこで、EAVの感染リスクが考えられる種
牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検査を実施
した。
　日高地方で繋養された種牡馬および繁殖牝馬の
血清を検査対象とした。内訳は、種畜衛生検査時の
種牡馬血清延べ620検体（ワクチン接種歴のある
馬の血清43検体を含む）、ワクチン接種歴のある
新種牡馬と交配した牝馬の交配約1か月後の血清
35検体および原因不明の流産馬の流産時の血清
77検体であった（表1）。全血清を対象にELISAによ
るスクリーニング検査を実施し、ELISAで陽性を示
した血清のうちワクチン接種歴のある馬の血清を
除いて中和試験による確認検査を行った。なお、
ELISAおよび中和試験は、既報に従って実施し
た5, 9)。

　ワクチン接種歴のある馬の血清43検体のうち
42検体が抗体陽性であった（表2）。抗体陰性で
あった1検体が採取された馬は、調査期間中に3年
連続で検査を受けており、それらのうち平成26年
に採取された血清のみが陰性を示した。一方、ワク
チン未接種馬の血清は全て抗体陰性であった。以
上の結果から、検査を行った範囲において、馬ウイ
ルス性動脈炎が日高地方に侵入した形跡は認めら
れなかった。

2．ウマロタウイルス病のサーベイランス
　ウマロタウイルス病は当歳馬の下痢を主徴と
し、生産地ではG3型とG14型の2種類の血清型が
流行している。したがって、的確な診断・予防のた
めには、継続的なサーベイランスによる流行株の
把握と新たな血清型のウイルスの侵入監視が必要
である。そこで、本病が疑われた当歳馬のウイルス
学的検査を実施した。
　平成25年2月から27年8月の間で、下痢を呈し
てウマロタウイルス病が疑われた日高地方の当歳
馬303頭から直腸スワブを採取した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスRNAを抽出し、PCR
法によるロタウイルス遺伝子の検出とG血清型別
を行った3)。カイ2乗検定を用いて、平成22年から
24年にかけて実施した前回調査と今回の調査お
よび今回の調査期間中の年毎の両G血清型の検出
率を比較した（P<0.05）。
　303検体中148検体がロタウイルス遺伝子陽性
であった（表3）。陽性検体についてG血清型別を実
施した結果、G3型105検体、G14型46検体と型別
された（表4、両陽性の3検体をG3型とG14型のい

ずれにも計上）。前回調査2)（G3型58.2%、G14型
41.8%）と検出率を比較したところ、今回の調査で
はG3型の割合が統計的に有意に高かった
（P<0.05）。ただし、調査年によって血清型の検出
率に有意な差が認められ（P<0.001）、平成27年は
G14型が大半を占めた。以上の結果から、前回調査
に引き続き、日高地方ではG3型の分布が優勢で、
その割合が増加しているが、G14型も引き続き広
く分布していることが示された。

3．ウマヘルペスウイルス1型感染症のサーベイラ
ンス
　近年欧米では、ウマヘルペスウイルス1型
（EHV-1）感染による脊髄脳症（Equine herpesvirus 
myeloencephalopathy：EHM）の発生が増加傾向に
あり、本症からの分離株の大半は、DNAポリメラー
ゼ遺伝子（ORF30）に1塩基置換（神経病原性遺伝
子マーカー）を持つ変異株である4)。これまでのと
ころ、日本国内での変異株の分離はまれである
が6, 7, 8)、同株が日高地方に広く伝播した場合、大き
な被害を生じる可能性が考えられる。また、EHV-1
は、68番遺伝子（ORF68）の多型により6グループ
に分類され、同分類とウイルスの地理的分布が関
係していることが示されている4)。グループ3は
ヨーロッパ、グループ5は北米で主に分離される
が、グループ1の海外での分離率は10%以下と報告
されている。そこで、日高地方におけるEHV-1の疫
学状況を明らかにするために、同地方で発生した
EHV-1流産胎子を検体として、神経病原性遺伝子
マーカーの有無の検索とORF68の多型を指標とし
たグループ分けを実施した。
　平成24年12月から27年5月の間で、日高家畜保
健衛生所において馬鼻肺炎と診断された、48牧場
由来の流産胎子95検体を検査した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスDNAを抽出し、
EHV-1のORF30およびORF68領域をPCR増幅した
後、ダイレクト・シーケンス法を用いて、得られた

PCR産物の塩基配列を決定した6)。ORF30上の
2254番塩基に非同義置換（塩基置換：A→G、アミ
ノ酸置換：アスパラギン→アスパラギン酸）が認め
られた株を神経病原性変異株とした。また、
Nugentらの報告4)に従い、ORF68の多型を指標と
して、グループ1から6に株を分類した。フィッ
シャーの正確確率検定（ORF30）およびカイ2乗検
定（ORF68）を用いて、平成22年度から24年度にか
けて実施した前回調査と今回の調査の間で各株の
検出率を比較した（P<0.05）。
　表5から7に各年度の成績を示した。平成25年度
のJ牧場を除いて、同一牧場での複数頭の流産はい
ずれも、同じORF30およびORF68の遺伝子配列を
持つEHV-1株によるものであったことから、発生
牧場毎に3年間の成績を集計した（表8および9）。
　平成26年度に調査したM牧場のみで、神経病原
性変異株が認められた（表6および8）。なお、同牧
場での流産は単発で、牧場内でのEHMの発生も報
告されなかった。今回の調査における変異株の検
出率は2.1%で、前回調査の成績である2.3%8)と比
較して、統計的に有意な差は認められなかった
（P=1.000）。以上の成績から、これまでのところ、
日高地方における神経病原性変異株の浸潤は限局
的であると推察された。

　ORF68の多型を指標としてグループ分けを実施
した結果、グループ1、2、3、5および6が確認され、
それらのうちグループ5が55.1%を占めた（表9）。
グループ1と5以外を1グループにまとめ、3グルー
プとして前回調査8)（グループ1：32.6%、グループ
5：55.8%、グループ1と5以外：11.6%）と検出率を
比較したところ、統計的に有意な差は認められな
かった（P=0.926）。平成13年度から21年度の調査
では、グループ1が50%以上の検出率を示して最も
優勢であったが7)、北米型のグループ5の浸潤が、同
株が平成15年度に初めて確認されて以降進んで
いる。前回および今回の調査から、この傾向が日高
地方で続いていることが確認された。これまでの
ところ、各グループ間での病原性、抗原性などの相
違が調査されていないため、グループの入れ替わ
りが日高地方でのEHV-1感染症の発生に与える影
響は現時点では不明である。しかしながら、その動
向は今後も注視する必要があると考えられた。
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はじめに
　競走馬生産において、的確な防疫対策で感染症
の予防・まん延防止を図ることは非常に重要であ
り、そのためには、感染症に関する疫学情報を常に
正確に把握しておく必要がある。競走馬総合研究
所では、このような観点から、国内の主要な軽種馬
生産地である日高地方の自衛防疫組織（日高家畜
衛生防疫推進協議会）と共同で、同地方における主
要な感染症のサーベイランスを継続して実施して
いる。本稿では、平成25年から27年にかけて日高
地方において実施した、馬ウイルス性動脈炎、ウマ
ロタウイルス病およびウマヘルペスウイルス1型
感染症のサーベイランス成績を報告する。

1．馬ウイルス性動脈炎のサーベイランス
　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
が原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイ
ルス感染症で、米国や欧州では散発的に発生が認
められている1)。わが国は世界的にもまれな清浄国
であり、一旦国内に侵入すると大きな被害が予測

される。そこで、EAVの感染リスクが考えられる種
牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検査を実施
した。
　日高地方で繋養された種牡馬および繁殖牝馬の
血清を検査対象とした。内訳は、種畜衛生検査時の
種牡馬血清延べ620検体（ワクチン接種歴のある
馬の血清43検体を含む）、ワクチン接種歴のある
新種牡馬と交配した牝馬の交配約1か月後の血清
35検体および原因不明の流産馬の流産時の血清
77検体であった（表1）。全血清を対象にELISAによ
るスクリーニング検査を実施し、ELISAで陽性を示
した血清のうちワクチン接種歴のある馬の血清を
除いて中和試験による確認検査を行った。なお、
ELISAおよび中和試験は、既報に従って実施し
た5, 9)。

　ワクチン接種歴のある馬の血清43検体のうち
42検体が抗体陽性であった（表2）。抗体陰性で
あった1検体が採取された馬は、調査期間中に3年
連続で検査を受けており、それらのうち平成26年
に採取された血清のみが陰性を示した。一方、ワク
チン未接種馬の血清は全て抗体陰性であった。以
上の結果から、検査を行った範囲において、馬ウイ
ルス性動脈炎が日高地方に侵入した形跡は認めら
れなかった。

2．ウマロタウイルス病のサーベイランス
　ウマロタウイルス病は当歳馬の下痢を主徴と
し、生産地ではG3型とG14型の2種類の血清型が
流行している。したがって、的確な診断・予防のた
めには、継続的なサーベイランスによる流行株の
把握と新たな血清型のウイルスの侵入監視が必要
である。そこで、本病が疑われた当歳馬のウイルス
学的検査を実施した。
　平成25年2月から27年8月の間で、下痢を呈し
てウマロタウイルス病が疑われた日高地方の当歳
馬303頭から直腸スワブを採取した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスRNAを抽出し、PCR
法によるロタウイルス遺伝子の検出とG血清型別
を行った3)。カイ2乗検定を用いて、平成22年から
24年にかけて実施した前回調査と今回の調査お
よび今回の調査期間中の年毎の両G血清型の検出
率を比較した（P<0.05）。
　303検体中148検体がロタウイルス遺伝子陽性
であった（表3）。陽性検体についてG血清型別を実
施した結果、G3型105検体、G14型46検体と型別
された（表4、両陽性の3検体をG3型とG14型のい

ずれにも計上）。前回調査2)（G3型58.2%、G14型
41.8%）と検出率を比較したところ、今回の調査で
はG3型の割合が統計的に有意に高かった
（P<0.05）。ただし、調査年によって血清型の検出
率に有意な差が認められ（P<0.001）、平成27年は
G14型が大半を占めた。以上の結果から、前回調査
に引き続き、日高地方ではG3型の分布が優勢で、
その割合が増加しているが、G14型も引き続き広
く分布していることが示された。

3．ウマヘルペスウイルス1型感染症のサーベイラ
ンス
　近年欧米では、ウマヘルペスウイルス1型
（EHV-1）感染による脊髄脳症（Equine herpesvirus 
myeloencephalopathy：EHM）の発生が増加傾向に
あり、本症からの分離株の大半は、DNAポリメラー
ゼ遺伝子（ORF30）に1塩基置換（神経病原性遺伝
子マーカー）を持つ変異株である4)。これまでのと
ころ、日本国内での変異株の分離はまれである
が6, 7, 8)、同株が日高地方に広く伝播した場合、大き
な被害を生じる可能性が考えられる。また、EHV-1
は、68番遺伝子（ORF68）の多型により6グループ
に分類され、同分類とウイルスの地理的分布が関
係していることが示されている4)。グループ3は
ヨーロッパ、グループ5は北米で主に分離される
が、グループ1の海外での分離率は10%以下と報告
されている。そこで、日高地方におけるEHV-1の疫
学状況を明らかにするために、同地方で発生した
EHV-1流産胎子を検体として、神経病原性遺伝子
マーカーの有無の検索とORF68の多型を指標とし
たグループ分けを実施した。
　平成24年12月から27年5月の間で、日高家畜保
健衛生所において馬鼻肺炎と診断された、48牧場
由来の流産胎子95検体を検査した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスDNAを抽出し、
EHV-1のORF30およびORF68領域をPCR増幅した
後、ダイレクト・シーケンス法を用いて、得られた

PCR産物の塩基配列を決定した6)。ORF30上の
2254番塩基に非同義置換（塩基置換：A→G、アミ
ノ酸置換：アスパラギン→アスパラギン酸）が認め
られた株を神経病原性変異株とした。また、
Nugentらの報告4)に従い、ORF68の多型を指標と
して、グループ1から6に株を分類した。フィッ
シャーの正確確率検定（ORF30）およびカイ2乗検
定（ORF68）を用いて、平成22年度から24年度にか
けて実施した前回調査と今回の調査の間で各株の
検出率を比較した（P<0.05）。
　表5から7に各年度の成績を示した。平成25年度
のJ牧場を除いて、同一牧場での複数頭の流産はい
ずれも、同じORF30およびORF68の遺伝子配列を
持つEHV-1株によるものであったことから、発生
牧場毎に3年間の成績を集計した（表8および9）。
　平成26年度に調査したM牧場のみで、神経病原
性変異株が認められた（表6および8）。なお、同牧
場での流産は単発で、牧場内でのEHMの発生も報
告されなかった。今回の調査における変異株の検
出率は2.1%で、前回調査の成績である2.3%8)と比
較して、統計的に有意な差は認められなかった
（P=1.000）。以上の成績から、これまでのところ、
日高地方における神経病原性変異株の浸潤は限局
的であると推察された。

　ORF68の多型を指標としてグループ分けを実施
した結果、グループ1、2、3、5および6が確認され、
それらのうちグループ5が55.1%を占めた（表9）。
グループ1と5以外を1グループにまとめ、3グルー
プとして前回調査8)（グループ1：32.6%、グループ
5：55.8%、グループ1と5以外：11.6%）と検出率を
比較したところ、統計的に有意な差は認められな
かった（P=0.926）。平成13年度から21年度の調査
では、グループ1が50%以上の検出率を示して最も
優勢であったが7)、北米型のグループ5の浸潤が、同
株が平成15年度に初めて確認されて以降進んで
いる。前回および今回の調査から、この傾向が日高
地方で続いていることが確認された。これまでの
ところ、各グループ間での病原性、抗原性などの相
違が調査されていないため、グループの入れ替わ
りが日高地方でのEHV-1感染症の発生に与える影
響は現時点では不明である。しかしながら、その動
向は今後も注視する必要があると考えられた。
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表8　EHV-1神経病原性遺伝子マーカー検索成績（牧
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はじめに
　競走馬生産において、的確な防疫対策で感染症
の予防・まん延防止を図ることは非常に重要であ
り、そのためには、感染症に関する疫学情報を常に
正確に把握しておく必要がある。競走馬総合研究
所では、このような観点から、国内の主要な軽種馬
生産地である日高地方の自衛防疫組織（日高家畜
衛生防疫推進協議会）と共同で、同地方における主
要な感染症のサーベイランスを継続して実施して
いる。本稿では、平成25年から27年にかけて日高
地方において実施した、馬ウイルス性動脈炎、ウマ
ロタウイルス病およびウマヘルペスウイルス1型
感染症のサーベイランス成績を報告する。

1．馬ウイルス性動脈炎のサーベイランス
　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
が原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイ
ルス感染症で、米国や欧州では散発的に発生が認
められている1)。わが国は世界的にもまれな清浄国
であり、一旦国内に侵入すると大きな被害が予測

される。そこで、EAVの感染リスクが考えられる種
牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検査を実施
した。
　日高地方で繋養された種牡馬および繁殖牝馬の
血清を検査対象とした。内訳は、種畜衛生検査時の
種牡馬血清延べ620検体（ワクチン接種歴のある
馬の血清43検体を含む）、ワクチン接種歴のある
新種牡馬と交配した牝馬の交配約1か月後の血清
35検体および原因不明の流産馬の流産時の血清
77検体であった（表1）。全血清を対象にELISAによ
るスクリーニング検査を実施し、ELISAで陽性を示
した血清のうちワクチン接種歴のある馬の血清を
除いて中和試験による確認検査を行った。なお、
ELISAおよび中和試験は、既報に従って実施し
た5, 9)。

　ワクチン接種歴のある馬の血清43検体のうち
42検体が抗体陽性であった（表2）。抗体陰性で
あった1検体が採取された馬は、調査期間中に3年
連続で検査を受けており、それらのうち平成26年
に採取された血清のみが陰性を示した。一方、ワク
チン未接種馬の血清は全て抗体陰性であった。以
上の結果から、検査を行った範囲において、馬ウイ
ルス性動脈炎が日高地方に侵入した形跡は認めら
れなかった。

2．ウマロタウイルス病のサーベイランス
　ウマロタウイルス病は当歳馬の下痢を主徴と
し、生産地ではG3型とG14型の2種類の血清型が
流行している。したがって、的確な診断・予防のた
めには、継続的なサーベイランスによる流行株の
把握と新たな血清型のウイルスの侵入監視が必要
である。そこで、本病が疑われた当歳馬のウイルス
学的検査を実施した。
　平成25年2月から27年8月の間で、下痢を呈し
てウマロタウイルス病が疑われた日高地方の当歳
馬303頭から直腸スワブを採取した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスRNAを抽出し、PCR
法によるロタウイルス遺伝子の検出とG血清型別
を行った3)。カイ2乗検定を用いて、平成22年から
24年にかけて実施した前回調査と今回の調査お
よび今回の調査期間中の年毎の両G血清型の検出
率を比較した（P<0.05）。
　303検体中148検体がロタウイルス遺伝子陽性
であった（表3）。陽性検体についてG血清型別を実
施した結果、G3型105検体、G14型46検体と型別
された（表4、両陽性の3検体をG3型とG14型のい

ずれにも計上）。前回調査2)（G3型58.2%、G14型
41.8%）と検出率を比較したところ、今回の調査で
はG3型の割合が統計的に有意に高かった
（P<0.05）。ただし、調査年によって血清型の検出
率に有意な差が認められ（P<0.001）、平成27年は
G14型が大半を占めた。以上の結果から、前回調査
に引き続き、日高地方ではG3型の分布が優勢で、
その割合が増加しているが、G14型も引き続き広
く分布していることが示された。

3．ウマヘルペスウイルス1型感染症のサーベイラ
ンス
　近年欧米では、ウマヘルペスウイルス1型
（EHV-1）感染による脊髄脳症（Equine herpesvirus 
myeloencephalopathy：EHM）の発生が増加傾向に
あり、本症からの分離株の大半は、DNAポリメラー
ゼ遺伝子（ORF30）に1塩基置換（神経病原性遺伝
子マーカー）を持つ変異株である4)。これまでのと
ころ、日本国内での変異株の分離はまれである
が6, 7, 8)、同株が日高地方に広く伝播した場合、大き
な被害を生じる可能性が考えられる。また、EHV-1
は、68番遺伝子（ORF68）の多型により6グループ
に分類され、同分類とウイルスの地理的分布が関
係していることが示されている4)。グループ3は
ヨーロッパ、グループ5は北米で主に分離される
が、グループ1の海外での分離率は10%以下と報告
されている。そこで、日高地方におけるEHV-1の疫
学状況を明らかにするために、同地方で発生した
EHV-1流産胎子を検体として、神経病原性遺伝子
マーカーの有無の検索とORF68の多型を指標とし
たグループ分けを実施した。
　平成24年12月から27年5月の間で、日高家畜保
健衛生所において馬鼻肺炎と診断された、48牧場
由来の流産胎子95検体を検査した。既報に従っ
て、これらの検体からウイルスDNAを抽出し、
EHV-1のORF30およびORF68領域をPCR増幅した
後、ダイレクト・シーケンス法を用いて、得られた

PCR産物の塩基配列を決定した6)。ORF30上の
2254番塩基に非同義置換（塩基置換：A→G、アミ
ノ酸置換：アスパラギン→アスパラギン酸）が認め
られた株を神経病原性変異株とした。また、
Nugentらの報告4)に従い、ORF68の多型を指標と
して、グループ1から6に株を分類した。フィッ
シャーの正確確率検定（ORF30）およびカイ2乗検
定（ORF68）を用いて、平成22年度から24年度にか
けて実施した前回調査と今回の調査の間で各株の
検出率を比較した（P<0.05）。
　表5から7に各年度の成績を示した。平成25年度
のJ牧場を除いて、同一牧場での複数頭の流産はい
ずれも、同じORF30およびORF68の遺伝子配列を
持つEHV-1株によるものであったことから、発生
牧場毎に3年間の成績を集計した（表8および9）。
　平成26年度に調査したM牧場のみで、神経病原
性変異株が認められた（表6および8）。なお、同牧
場での流産は単発で、牧場内でのEHMの発生も報
告されなかった。今回の調査における変異株の検
出率は2.1%で、前回調査の成績である2.3%8)と比
較して、統計的に有意な差は認められなかった
（P=1.000）。以上の成績から、これまでのところ、
日高地方における神経病原性変異株の浸潤は限局
的であると推察された。

　ORF68の多型を指標としてグループ分けを実施
した結果、グループ1、2、3、5および6が確認され、
それらのうちグループ5が55.1%を占めた（表9）。
グループ1と5以外を1グループにまとめ、3グルー
プとして前回調査8)（グループ1：32.6%、グループ
5：55.8%、グループ1と5以外：11.6%）と検出率を
比較したところ、統計的に有意な差は認められな
かった（P=0.926）。平成13年度から21年度の調査
では、グループ1が50%以上の検出率を示して最も
優勢であったが7)、北米型のグループ5の浸潤が、同
株が平成15年度に初めて確認されて以降進んで
いる。前回および今回の調査から、この傾向が日高
地方で続いていることが確認された。これまでの
ところ、各グループ間での病原性、抗原性などの相
違が調査されていないため、グループの入れ替わ
りが日高地方でのEHV-1感染症の発生に与える影
響は現時点では不明である。しかしながら、その動
向は今後も注視する必要があると考えられた。
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第15回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
１．競馬倶楽部時代のダービー馬の蹄鉄
はじめに
　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。政
府はサラブレッドを改良の根幹馬種と定め、競馬
を奨励しました。そして宮内省が所管する下総御
料牧場と、岩崎家(三菱財閥の祖)が所有する小岩
井農場が、その財力と政府の支援を得て頭角を表
し、生産界の双璧として競走馬の改良に貢献しま
した1- 3 )(写真１)。

下総御料牧場が輩出したダービー馬たち
　下総御料牧場は明治8年、幕府直轄地であった佐
倉七牧のうち取香牧(とっこうのまき)に取香種畜
場が設立されたのが始まりで、明治21年宮内省主
馬寮(しゅめりょう)の所管となり、下総御料牧場
が誕生しました。そして御料馬(皇室が使用する乗
馬や儀式用の繋駕馬など)や、軍馬改良に用いる競
走馬の生産、育成が、主要業務になりました。
　競走馬の生産は早くからサラブレッドを輸入

し、改良が進められていました。大正時代一時生産
を中止していましたが、その後再開し、大正から昭
和にかけてアメリカやイギリスから、優秀な繁殖
牝馬と種牡馬ソウルヌソルを輸入しました。そし
てその産駒から、初代ダービー馬ワカタカをはじ
め、トクマサ(第5回)、ヒサトモ(第6回)、クモハタ
(第8回)、イエリュウ(第9回)、クリフジ(第12回)と、
６頭のダービー馬を輩出し、牧場の黄金期を築き
ました4- 6 )(写真2 ,3)。

　今回私は、宮内庁御料牧場のご厚意により、牧場
が所蔵するダービー馬5頭の蹄鉄。ワカタカ、トク
マサ、ヒサトモ、クモハタ、イエリュウの、出走時に
装着した競走蹄鉄を、拝見させていただく機会を
得ました。戦前の競走馬に関する資料は、戦争に
よって多くのものが散逸し、ダービー馬の蹄鉄が
残っていること自体、奇跡と言っていいと思いま
す。この貴重な蹄鉄を読者の皆様に紹介するとと
もに、戦前の競走馬の蹄鉄について解説したいと
思います。
　戦前の競走蹄鉄は、日本競馬会の発足によって
蹄鉄の規制が強化され、変化していきます。そのた
め紹介する方法として、競馬倶楽部時代(ワカタ
カ、トクマサ、ヒサトモ)と、日本競馬会時代(クモ
ハタ、イエリュウ、そしてクリフジが出走した戦争
末期の装蹄事情)の2回に分けて掲載します。

競馬倶楽部時代の競走蹄鉄
　競馬倶楽部時代の競走蹄鉄は特に規制はなく自
由に使用することが出来ました。そのため、馬場状
態や競走の種類によって様々なタイプの蹄鉄が使
用され、不良馬場や障害競走では「雨降り鉄」と呼
ばれる、スパイク効果の高い競走歯鉄が使用され
ていました(写真4 )。
　また大正から昭和になると、外国との交流が盛
んになり、競走用のアルミニウム蹄鉄が輸入され
(写真5)、また外国製品を参考に国産品も開発さ
れ、販売されるようになりました(写真6 ,7 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

　記念すべき第1回東京優駿大競走(日本ダー
ビー)は、昭和7年4月24日、全国中継のラジオ放送
が流れる中、4万人を超える観客を集め、目黒競馬
場で行われました。
　当日の天候は雨。馬場は昨夜から雨が降り続き、
ぬかるみのような不良馬場でした。ワカタカは、内
枠の利と重馬場得意の脚質を生かして先行し、オ
オツカヤマに4馬身差をつけて逃げ切り、勝利を手
にしました。ワカタカは国産の競走ニウム蹄鉄※１

を使用していましたが、蹄鉄にはレース中につい
た傷跡がたくさんあって、不良馬場での激走を感
じさせます7 - 9 )(写真9 )。

※１ ワカタカの競走ニウム蹄鉄
　当時国内で、アルミニウム蹄鉄を製造販売して
いた業者は横浜にあり、昭和5年「競馬用アルミ
ニューム蹄鉄」の特許を取得している10 )。このこと
から、国内で競走ニウム蹄鉄を製造販売していた
業者は、この１社だけと考えられ、その製品とワカ
タカの蹄鉄が酷似していることから、ワカタカの
蹄鉄は国産品であると考える(写真6, 7 )。

　昭和11年第5回日本ダービーは、天皇誕生日で
ある4月29日に、昭和8年に新設された東京競馬場
で行われました。当日の天候は曇。馬場状態は昨夜
からの雨の影響で、稍不良の発表でした。
　トクマサを管理する尾形調教師は、トクマサを
はじめダービー出走馬3頭の蹄鉄を、レース直前に
競走歯鉄へ打替えた理由を、次のように述べてい
ます。
　「若し天気が良ければ面白い勝負をすると思っ
ていたところ、前夜からの合憎の雨で、当日は大変
馬場がおもかった。第八競馬にタマナギが出たと
ころ、滑って着にも来ない。伊藤(トクマサに騎乗
した伊藤正四郎騎手)もすべると云う。その時の一
着馬フソウを見ると雨降り鉄(競走歯鉄)をはいて
いる。それで大急ぎで、シャダイザクラ、キンテキ、
トクマサの三頭のダービー出走馬に雨降り鉄をは
かせたのである11 )。」
　トクマサは、当時「雨降り鉄」と呼ばれていた鉄
製の競走歯鉄※２を装着し、勝利を手にしました(写
真11)。

※２トクマサの競走歯鉄
前蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、鉄尾にやや
尖った鉄臍がある。前蹄の場合、鉄尾は平坦か厚尾
状のものが多いが、鉄臍にすることによって、より
スパイク効果を発揮させている。
後蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、内鉄尾に鉄
臍、外鉄尾に折曲げ鉄臍がある。外側への肢の捻転
と滑走を防止して、推進力を高めている。

　当時の競走蹄鉄は、軽さとともに滑走防止が重
要視されていました。陸軍も軍馬に通じる競走馬
の装蹄法として歯鉄を奨励し、騎手たちに指導し
ていました。そのため競馬倶楽部時代の競馬では、

競走の種類や馬場状態に応じて、色々なタイプの
蹄鉄が研究され、使用されていました12 )。そしてこ
れらの蹄鉄は、ほとんどが手作りだったため、装蹄
師は高い鍛冶技術を要求されました。

訂正とお詫び
　以前私は、装蹄歴史案内. 第7回アルミニウム蹄
鉄の普及(馬の科学Vol 52 (1), 2015)の中で、トク
マサは「アメリカ製歯鉄」を使用していたと記しま
した。その理由は、戦後の資料の中で、「ニューム製
の歯鉄」や「アメリカ製のニュームのスパイク」と
いう記述があって、それらの資料を参考に実物を
見ることなく、「アメリカ製歯鉄」としました13-15 )。
　今回、宮内庁御料牧場のご厚意により、実際の蹄
鉄を拝見する機会をいただき、真実を伝えられた
ことに感謝しています。この書面を借りて訂正す
るとともに、宮内庁御料牧場の関係者各位の方々
や、読者の皆様にお詫び致します。

　昭和12年4月29日、天皇誕生日に行われた第6
回日本ダービーは、初めて牝馬が優勝した記念す
べきレースになりました。この年のダービーは6回
目にして初めての快晴で、良馬場のコンデション
で行われました。牡馬よりもパワーに負けるヒサ
トモは、良馬場が幸いしました。スタートしてヒサ
トモは先行グループにいましたが、2コーナーで早
くも先頭に立ち、2着に1馬身1/4の差をつけ、コー

スレコードで快勝しました16, 17 )。
　ヒサトモは外国製の競走ニウムを使用していま
した。当時、競走馬の装蹄料金は４円50銭ぐらい
でしたが※３、外国製品は蹄鉄だけで、14円前後も
しました。昭和に入ると、より安価な国産品(7円前
後)も販売されるようになりましたが、折損が少な
く品質のよい舶来品は信頼度が高く、賞用されて
いました。牝馬のヒサトモは、舶来品の高級でお
しゃれな蹄鉄を履いて、勝利を手にしました18- 20 )

(写真13)。

※３ 競走馬の装削蹄料金
　昭和15年度神奈川県蹄鉄工業組合定時総会資
料、装蹄並に削蹄料金表には、尋常蹄鉄競走馬装蹄
4円50銭。削蹄料80銭。締替1円80銭。特別技術を
要するものは3割以内増すとす、と定めている。蹄
鉄代など料金の内訳については不明。

　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部を統合し
た、特別法人日本競馬会が設立されました。そのた
め各競馬倶楽部は昭和12年７月末日で解散し、８
月の札幌競馬から日本競馬会が開催する競馬が始
まりました。そして第6回日本ダービーが、東京競

馬倶楽部が開催する最後のダービーになりまし
た21 )(写真14)。
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（写真1）下総三里塚御料牧場種馬場之景　明治41年
（馬匹世界 第13号.明治41年帝国馬匹研究所発行より引用。国立
国会図書館 提供）

（写真2）当歳馬の削蹄 （写真3）三歳馬の乗運動
　　　（下総御料牧場 所見）

（日本の競馬. 昭和17年 日本競馬会発行より引用。JRA提供）
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第15回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
１．競馬倶楽部時代のダービー馬の蹄鉄
はじめに
　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。政
府はサラブレッドを改良の根幹馬種と定め、競馬
を奨励しました。そして宮内省が所管する下総御
料牧場と、岩崎家(三菱財閥の祖)が所有する小岩
井農場が、その財力と政府の支援を得て頭角を表
し、生産界の双璧として競走馬の改良に貢献しま
した1- 3 )(写真１)。

下総御料牧場が輩出したダービー馬たち
　下総御料牧場は明治8年、幕府直轄地であった佐
倉七牧のうち取香牧(とっこうのまき)に取香種畜
場が設立されたのが始まりで、明治21年宮内省主
馬寮(しゅめりょう)の所管となり、下総御料牧場
が誕生しました。そして御料馬(皇室が使用する乗
馬や儀式用の繋駕馬など)や、軍馬改良に用いる競
走馬の生産、育成が、主要業務になりました。
　競走馬の生産は早くからサラブレッドを輸入

し、改良が進められていました。大正時代一時生産
を中止していましたが、その後再開し、大正から昭
和にかけてアメリカやイギリスから、優秀な繁殖
牝馬と種牡馬ソウルヌソルを輸入しました。そし
てその産駒から、初代ダービー馬ワカタカをはじ
め、トクマサ(第5回)、ヒサトモ(第6回)、クモハタ
(第8回)、イエリュウ(第9回)、クリフジ(第12回)と、
６頭のダービー馬を輩出し、牧場の黄金期を築き
ました4- 6 )(写真2 ,3)。

　今回私は、宮内庁御料牧場のご厚意により、牧場
が所蔵するダービー馬5頭の蹄鉄。ワカタカ、トク
マサ、ヒサトモ、クモハタ、イエリュウの、出走時に
装着した競走蹄鉄を、拝見させていただく機会を
得ました。戦前の競走馬に関する資料は、戦争に
よって多くのものが散逸し、ダービー馬の蹄鉄が
残っていること自体、奇跡と言っていいと思いま
す。この貴重な蹄鉄を読者の皆様に紹介するとと
もに、戦前の競走馬の蹄鉄について解説したいと
思います。
　戦前の競走蹄鉄は、日本競馬会の発足によって
蹄鉄の規制が強化され、変化していきます。そのた
め紹介する方法として、競馬倶楽部時代(ワカタ
カ、トクマサ、ヒサトモ)と、日本競馬会時代(クモ
ハタ、イエリュウ、そしてクリフジが出走した戦争
末期の装蹄事情)の2回に分けて掲載します。

競馬倶楽部時代の競走蹄鉄
　競馬倶楽部時代の競走蹄鉄は特に規制はなく自
由に使用することが出来ました。そのため、馬場状
態や競走の種類によって様々なタイプの蹄鉄が使
用され、不良馬場や障害競走では「雨降り鉄」と呼
ばれる、スパイク効果の高い競走歯鉄が使用され
ていました(写真4 )。
　また大正から昭和になると、外国との交流が盛
んになり、競走用のアルミニウム蹄鉄が輸入され
(写真5)、また外国製品を参考に国産品も開発さ
れ、販売されるようになりました(写真6 ,7 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

　記念すべき第1回東京優駿大競走(日本ダー
ビー)は、昭和7年4月24日、全国中継のラジオ放送
が流れる中、4万人を超える観客を集め、目黒競馬
場で行われました。
　当日の天候は雨。馬場は昨夜から雨が降り続き、
ぬかるみのような不良馬場でした。ワカタカは、内
枠の利と重馬場得意の脚質を生かして先行し、オ
オツカヤマに4馬身差をつけて逃げ切り、勝利を手
にしました。ワカタカは国産の競走ニウム蹄鉄※１

を使用していましたが、蹄鉄にはレース中につい
た傷跡がたくさんあって、不良馬場での激走を感
じさせます7 - 9 )(写真9 )。

※１ ワカタカの競走ニウム蹄鉄
　当時国内で、アルミニウム蹄鉄を製造販売して
いた業者は横浜にあり、昭和5年「競馬用アルミ
ニューム蹄鉄」の特許を取得している10 )。このこと
から、国内で競走ニウム蹄鉄を製造販売していた
業者は、この１社だけと考えられ、その製品とワカ
タカの蹄鉄が酷似していることから、ワカタカの
蹄鉄は国産品であると考える(写真6, 7 )。

　昭和11年第5回日本ダービーは、天皇誕生日で
ある4月29日に、昭和8年に新設された東京競馬場
で行われました。当日の天候は曇。馬場状態は昨夜
からの雨の影響で、稍不良の発表でした。
　トクマサを管理する尾形調教師は、トクマサを
はじめダービー出走馬3頭の蹄鉄を、レース直前に
競走歯鉄へ打替えた理由を、次のように述べてい
ます。
　「若し天気が良ければ面白い勝負をすると思っ
ていたところ、前夜からの合憎の雨で、当日は大変
馬場がおもかった。第八競馬にタマナギが出たと
ころ、滑って着にも来ない。伊藤(トクマサに騎乗
した伊藤正四郎騎手)もすべると云う。その時の一
着馬フソウを見ると雨降り鉄(競走歯鉄)をはいて
いる。それで大急ぎで、シャダイザクラ、キンテキ、
トクマサの三頭のダービー出走馬に雨降り鉄をは
かせたのである11 )。」
　トクマサは、当時「雨降り鉄」と呼ばれていた鉄
製の競走歯鉄※２を装着し、勝利を手にしました(写
真11)。

※２トクマサの競走歯鉄
前蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、鉄尾にやや
尖った鉄臍がある。前蹄の場合、鉄尾は平坦か厚尾
状のものが多いが、鉄臍にすることによって、より
スパイク効果を発揮させている。
後蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、内鉄尾に鉄
臍、外鉄尾に折曲げ鉄臍がある。外側への肢の捻転
と滑走を防止して、推進力を高めている。

　当時の競走蹄鉄は、軽さとともに滑走防止が重
要視されていました。陸軍も軍馬に通じる競走馬
の装蹄法として歯鉄を奨励し、騎手たちに指導し
ていました。そのため競馬倶楽部時代の競馬では、

競走の種類や馬場状態に応じて、色々なタイプの
蹄鉄が研究され、使用されていました12 )。そしてこ
れらの蹄鉄は、ほとんどが手作りだったため、装蹄
師は高い鍛冶技術を要求されました。

訂正とお詫び
　以前私は、装蹄歴史案内. 第7回アルミニウム蹄
鉄の普及(馬の科学Vol 52 (1), 2015)の中で、トク
マサは「アメリカ製歯鉄」を使用していたと記しま
した。その理由は、戦後の資料の中で、「ニューム製
の歯鉄」や「アメリカ製のニュームのスパイク」と
いう記述があって、それらの資料を参考に実物を
見ることなく、「アメリカ製歯鉄」としました13-15 )。
　今回、宮内庁御料牧場のご厚意により、実際の蹄
鉄を拝見する機会をいただき、真実を伝えられた
ことに感謝しています。この書面を借りて訂正す
るとともに、宮内庁御料牧場の関係者各位の方々
や、読者の皆様にお詫び致します。

　昭和12年4月29日、天皇誕生日に行われた第6
回日本ダービーは、初めて牝馬が優勝した記念す
べきレースになりました。この年のダービーは6回
目にして初めての快晴で、良馬場のコンデション
で行われました。牡馬よりもパワーに負けるヒサ
トモは、良馬場が幸いしました。スタートしてヒサ
トモは先行グループにいましたが、2コーナーで早
くも先頭に立ち、2着に1馬身1/4の差をつけ、コー

スレコードで快勝しました16, 17 )。
　ヒサトモは外国製の競走ニウムを使用していま
した。当時、競走馬の装蹄料金は４円50銭ぐらい
でしたが※３、外国製品は蹄鉄だけで、14円前後も
しました。昭和に入ると、より安価な国産品(7円前
後)も販売されるようになりましたが、折損が少な
く品質のよい舶来品は信頼度が高く、賞用されて
いました。牝馬のヒサトモは、舶来品の高級でお
しゃれな蹄鉄を履いて、勝利を手にしました18- 20 )

(写真13)。

※３ 競走馬の装削蹄料金
　昭和15年度神奈川県蹄鉄工業組合定時総会資
料、装蹄並に削蹄料金表には、尋常蹄鉄競走馬装蹄
4円50銭。削蹄料80銭。締替1円80銭。特別技術を
要するものは3割以内増すとす、と定めている。蹄
鉄代など料金の内訳については不明。

　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部を統合し
た、特別法人日本競馬会が設立されました。そのた
め各競馬倶楽部は昭和12年７月末日で解散し、８
月の札幌競馬から日本競馬会が開催する競馬が始
まりました。そして第6回日本ダービーが、東京競

馬倶楽部が開催する最後のダービーになりまし
た21 )(写真14)。
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  8）松内則三.1932.馬の世界第12巻第6号.東京優
駿大競走の実況放送.29- 34.馬之世界社,東京.

  9）大川義雄.1940.名駿競走記録(第一巻).第一部 
呼馬.ワカタカ号.40.双雅房,東京.

10）登録第145226号.實用新案登録証.考案者.和田
新太郎.實用新案ノ名称.競馬用アルミニュー
ム蹄鉄.昭和5年9月10日.特許局長官.中松眞
郷.

11）尾形景造.1936.馬の世界第16巻第6号.トクマ
サを調教して.68- 69.馬之世界社,東京.

12）黒川三治郎.1932.第六回騎手講習会記事.(九)
護蹄及競走用蹄鉄に就て.競走用蹄鉄の具備す
べき用件.76- 79.帝国競馬協会,東京.

13）日本ダービー25年史.1959.日本ダービー落穂
集.勝利を生んだ周到の用意.144.日本中央競
馬会,東京.

14）井上康文.1964.尾形藤吉(限定版).調教の秘訣.

23- 25.大日本競馬図書出版会,東京.
15）尾形藤吉.1967.競馬ひとすじ－私と馬の六十
年史－.第二部 馬は語る.騎手引退.164- 170.
徳間書房,東京.

16）小竹四郎.1937.馬の世界第17巻第6号.第六次
日本ダービー観戦記.54- 55.馬之世界社,東京.

17）小津茂郎.1941.愛馬読本.競馬.東京優駿競走.
143- 152.大日本雄辯会講談社,東京.

18）坂田清.1933.護蹄第14巻第6号.デュラルミン
の概要並デュラルミン蹄鉄について.22- 25.

蹄学会,東京.
19）護蹄第14巻第9号.1933.研究室.問六 アルミ
ニューム蹄鉄の価格と販売店.34.蹄学会,東京.

20）黒川三治郎.1938.ひごろ知らねばならぬ護蹄
と装蹄.附競走馬の装蹄法.一.競走用蹄鉄の具
えねばならぬこと.1 軽いこと.86- 88.帝国馬
匹協会,東京.

21）競馬ファン第12巻第1号.1937.日本競馬会
愈々設立さる.22- 23.黎明社,東京.

（写真4）競走歯鉄 (折曲げ鉄臍付)
　　　　　　　　　　 昭和7年製作

（日本装削蹄協会 所蔵）

（写真5）競走ニウム蹄鉄(外国製)
　　　　　　　　　　　　 昭和初期

（馬の博物館 所蔵）

（写真6）競走ニウム蹄鉄(国産品)
　　　　　　　　　　　　　昭和初期

（馬の博物館 所蔵）

（写真7）国産アルミニウム蹄鉄の広告
　　　　　　　　　　　　　　昭和10年
（競馬ファン第10巻第1号. 昭和
10年黎明社発行より引用。JRA提
供）

（写真8）第1回優勝馬　ワカタカ号　昭和７年
（馬の世界第12巻第6号. 昭和7年 馬之世界社発行より引用。JRA
提供）

（写真10）第5回優勝馬　トクマサ号　昭和11年
（馬の世界 第16巻第6号. 昭和11年 馬之世界社発行より引用。
JRA提供）

（写真9）ワカタカが装着した競走ニウム蹄鉄 (国産品)
（右 前）  　　　　　　　　　　（左 後）

（宮内庁御料牧場 所蔵）
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第15回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
１．競馬倶楽部時代のダービー馬の蹄鉄
はじめに
　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。政
府はサラブレッドを改良の根幹馬種と定め、競馬
を奨励しました。そして宮内省が所管する下総御
料牧場と、岩崎家(三菱財閥の祖)が所有する小岩
井農場が、その財力と政府の支援を得て頭角を表
し、生産界の双璧として競走馬の改良に貢献しま
した1- 3 )(写真１)。

下総御料牧場が輩出したダービー馬たち
　下総御料牧場は明治8年、幕府直轄地であった佐
倉七牧のうち取香牧(とっこうのまき)に取香種畜
場が設立されたのが始まりで、明治21年宮内省主
馬寮(しゅめりょう)の所管となり、下総御料牧場
が誕生しました。そして御料馬(皇室が使用する乗
馬や儀式用の繋駕馬など)や、軍馬改良に用いる競
走馬の生産、育成が、主要業務になりました。
　競走馬の生産は早くからサラブレッドを輸入

し、改良が進められていました。大正時代一時生産
を中止していましたが、その後再開し、大正から昭
和にかけてアメリカやイギリスから、優秀な繁殖
牝馬と種牡馬ソウルヌソルを輸入しました。そし
てその産駒から、初代ダービー馬ワカタカをはじ
め、トクマサ(第5回)、ヒサトモ(第6回)、クモハタ
(第8回)、イエリュウ(第9回)、クリフジ(第12回)と、
６頭のダービー馬を輩出し、牧場の黄金期を築き
ました4- 6 )(写真2 ,3)。

　今回私は、宮内庁御料牧場のご厚意により、牧場
が所蔵するダービー馬5頭の蹄鉄。ワカタカ、トク
マサ、ヒサトモ、クモハタ、イエリュウの、出走時に
装着した競走蹄鉄を、拝見させていただく機会を
得ました。戦前の競走馬に関する資料は、戦争に
よって多くのものが散逸し、ダービー馬の蹄鉄が
残っていること自体、奇跡と言っていいと思いま
す。この貴重な蹄鉄を読者の皆様に紹介するとと
もに、戦前の競走馬の蹄鉄について解説したいと
思います。
　戦前の競走蹄鉄は、日本競馬会の発足によって
蹄鉄の規制が強化され、変化していきます。そのた
め紹介する方法として、競馬倶楽部時代(ワカタ
カ、トクマサ、ヒサトモ)と、日本競馬会時代(クモ
ハタ、イエリュウ、そしてクリフジが出走した戦争
末期の装蹄事情)の2回に分けて掲載します。

競馬倶楽部時代の競走蹄鉄
　競馬倶楽部時代の競走蹄鉄は特に規制はなく自
由に使用することが出来ました。そのため、馬場状
態や競走の種類によって様々なタイプの蹄鉄が使
用され、不良馬場や障害競走では「雨降り鉄」と呼
ばれる、スパイク効果の高い競走歯鉄が使用され
ていました(写真4 )。
　また大正から昭和になると、外国との交流が盛
んになり、競走用のアルミニウム蹄鉄が輸入され
(写真5)、また外国製品を参考に国産品も開発さ
れ、販売されるようになりました(写真6 ,7 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

　記念すべき第1回東京優駿大競走(日本ダー
ビー)は、昭和7年4月24日、全国中継のラジオ放送
が流れる中、4万人を超える観客を集め、目黒競馬
場で行われました。
　当日の天候は雨。馬場は昨夜から雨が降り続き、
ぬかるみのような不良馬場でした。ワカタカは、内
枠の利と重馬場得意の脚質を生かして先行し、オ
オツカヤマに4馬身差をつけて逃げ切り、勝利を手
にしました。ワカタカは国産の競走ニウム蹄鉄※１

を使用していましたが、蹄鉄にはレース中につい
た傷跡がたくさんあって、不良馬場での激走を感
じさせます7 - 9 )(写真9 )。

※１ ワカタカの競走ニウム蹄鉄
　当時国内で、アルミニウム蹄鉄を製造販売して
いた業者は横浜にあり、昭和5年「競馬用アルミ
ニューム蹄鉄」の特許を取得している10 )。このこと
から、国内で競走ニウム蹄鉄を製造販売していた
業者は、この１社だけと考えられ、その製品とワカ
タカの蹄鉄が酷似していることから、ワカタカの
蹄鉄は国産品であると考える(写真6, 7 )。

　昭和11年第5回日本ダービーは、天皇誕生日で
ある4月29日に、昭和8年に新設された東京競馬場
で行われました。当日の天候は曇。馬場状態は昨夜
からの雨の影響で、稍不良の発表でした。
　トクマサを管理する尾形調教師は、トクマサを
はじめダービー出走馬3頭の蹄鉄を、レース直前に
競走歯鉄へ打替えた理由を、次のように述べてい
ます。
　「若し天気が良ければ面白い勝負をすると思っ
ていたところ、前夜からの合憎の雨で、当日は大変
馬場がおもかった。第八競馬にタマナギが出たと
ころ、滑って着にも来ない。伊藤(トクマサに騎乗
した伊藤正四郎騎手)もすべると云う。その時の一
着馬フソウを見ると雨降り鉄(競走歯鉄)をはいて
いる。それで大急ぎで、シャダイザクラ、キンテキ、
トクマサの三頭のダービー出走馬に雨降り鉄をは
かせたのである11 )。」
　トクマサは、当時「雨降り鉄」と呼ばれていた鉄
製の競走歯鉄※２を装着し、勝利を手にしました(写
真11)。

※２トクマサの競走歯鉄
前蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、鉄尾にやや
尖った鉄臍がある。前蹄の場合、鉄尾は平坦か厚尾
状のものが多いが、鉄臍にすることによって、より
スパイク効果を発揮させている。
後蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、内鉄尾に鉄
臍、外鉄尾に折曲げ鉄臍がある。外側への肢の捻転
と滑走を防止して、推進力を高めている。

　当時の競走蹄鉄は、軽さとともに滑走防止が重
要視されていました。陸軍も軍馬に通じる競走馬
の装蹄法として歯鉄を奨励し、騎手たちに指導し
ていました。そのため競馬倶楽部時代の競馬では、

競走の種類や馬場状態に応じて、色々なタイプの
蹄鉄が研究され、使用されていました12 )。そしてこ
れらの蹄鉄は、ほとんどが手作りだったため、装蹄
師は高い鍛冶技術を要求されました。

訂正とお詫び
　以前私は、装蹄歴史案内. 第7回アルミニウム蹄
鉄の普及(馬の科学Vol 52 (1), 2015)の中で、トク
マサは「アメリカ製歯鉄」を使用していたと記しま
した。その理由は、戦後の資料の中で、「ニューム製
の歯鉄」や「アメリカ製のニュームのスパイク」と
いう記述があって、それらの資料を参考に実物を
見ることなく、「アメリカ製歯鉄」としました13-15 )。
　今回、宮内庁御料牧場のご厚意により、実際の蹄
鉄を拝見する機会をいただき、真実を伝えられた
ことに感謝しています。この書面を借りて訂正す
るとともに、宮内庁御料牧場の関係者各位の方々
や、読者の皆様にお詫び致します。

　昭和12年4月29日、天皇誕生日に行われた第6
回日本ダービーは、初めて牝馬が優勝した記念す
べきレースになりました。この年のダービーは6回
目にして初めての快晴で、良馬場のコンデション
で行われました。牡馬よりもパワーに負けるヒサ
トモは、良馬場が幸いしました。スタートしてヒサ
トモは先行グループにいましたが、2コーナーで早
くも先頭に立ち、2着に1馬身1/4の差をつけ、コー

スレコードで快勝しました16, 17 )。
　ヒサトモは外国製の競走ニウムを使用していま
した。当時、競走馬の装蹄料金は４円50銭ぐらい
でしたが※３、外国製品は蹄鉄だけで、14円前後も
しました。昭和に入ると、より安価な国産品(7円前
後)も販売されるようになりましたが、折損が少な
く品質のよい舶来品は信頼度が高く、賞用されて
いました。牝馬のヒサトモは、舶来品の高級でお
しゃれな蹄鉄を履いて、勝利を手にしました18- 20 )

(写真13)。

※３ 競走馬の装削蹄料金
　昭和15年度神奈川県蹄鉄工業組合定時総会資
料、装蹄並に削蹄料金表には、尋常蹄鉄競走馬装蹄
4円50銭。削蹄料80銭。締替1円80銭。特別技術を
要するものは3割以内増すとす、と定めている。蹄
鉄代など料金の内訳については不明。

　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部を統合し
た、特別法人日本競馬会が設立されました。そのた
め各競馬倶楽部は昭和12年７月末日で解散し、８
月の札幌競馬から日本競馬会が開催する競馬が始
まりました。そして第6回日本ダービーが、東京競

馬倶楽部が開催する最後のダービーになりまし
た21 )(写真14)。
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第15回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
１．競馬倶楽部時代のダービー馬の蹄鉄
はじめに
　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。政
府はサラブレッドを改良の根幹馬種と定め、競馬
を奨励しました。そして宮内省が所管する下総御
料牧場と、岩崎家(三菱財閥の祖)が所有する小岩
井農場が、その財力と政府の支援を得て頭角を表
し、生産界の双璧として競走馬の改良に貢献しま
した1- 3 )(写真１)。

下総御料牧場が輩出したダービー馬たち
　下総御料牧場は明治8年、幕府直轄地であった佐
倉七牧のうち取香牧(とっこうのまき)に取香種畜
場が設立されたのが始まりで、明治21年宮内省主
馬寮(しゅめりょう)の所管となり、下総御料牧場
が誕生しました。そして御料馬(皇室が使用する乗
馬や儀式用の繋駕馬など)や、軍馬改良に用いる競
走馬の生産、育成が、主要業務になりました。
　競走馬の生産は早くからサラブレッドを輸入

し、改良が進められていました。大正時代一時生産
を中止していましたが、その後再開し、大正から昭
和にかけてアメリカやイギリスから、優秀な繁殖
牝馬と種牡馬ソウルヌソルを輸入しました。そし
てその産駒から、初代ダービー馬ワカタカをはじ
め、トクマサ(第5回)、ヒサトモ(第6回)、クモハタ
(第8回)、イエリュウ(第9回)、クリフジ(第12回)と、
６頭のダービー馬を輩出し、牧場の黄金期を築き
ました4- 6 )(写真2 ,3)。

　今回私は、宮内庁御料牧場のご厚意により、牧場
が所蔵するダービー馬5頭の蹄鉄。ワカタカ、トク
マサ、ヒサトモ、クモハタ、イエリュウの、出走時に
装着した競走蹄鉄を、拝見させていただく機会を
得ました。戦前の競走馬に関する資料は、戦争に
よって多くのものが散逸し、ダービー馬の蹄鉄が
残っていること自体、奇跡と言っていいと思いま
す。この貴重な蹄鉄を読者の皆様に紹介するとと
もに、戦前の競走馬の蹄鉄について解説したいと
思います。
　戦前の競走蹄鉄は、日本競馬会の発足によって
蹄鉄の規制が強化され、変化していきます。そのた
め紹介する方法として、競馬倶楽部時代(ワカタ
カ、トクマサ、ヒサトモ)と、日本競馬会時代(クモ
ハタ、イエリュウ、そしてクリフジが出走した戦争
末期の装蹄事情)の2回に分けて掲載します。

競馬倶楽部時代の競走蹄鉄
　競馬倶楽部時代の競走蹄鉄は特に規制はなく自
由に使用することが出来ました。そのため、馬場状
態や競走の種類によって様々なタイプの蹄鉄が使
用され、不良馬場や障害競走では「雨降り鉄」と呼
ばれる、スパイク効果の高い競走歯鉄が使用され
ていました(写真4 )。
　また大正から昭和になると、外国との交流が盛
んになり、競走用のアルミニウム蹄鉄が輸入され
(写真5)、また外国製品を参考に国産品も開発さ
れ、販売されるようになりました(写真6 ,7 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

　記念すべき第1回東京優駿大競走(日本ダー
ビー)は、昭和7年4月24日、全国中継のラジオ放送
が流れる中、4万人を超える観客を集め、目黒競馬
場で行われました。
　当日の天候は雨。馬場は昨夜から雨が降り続き、
ぬかるみのような不良馬場でした。ワカタカは、内
枠の利と重馬場得意の脚質を生かして先行し、オ
オツカヤマに4馬身差をつけて逃げ切り、勝利を手
にしました。ワカタカは国産の競走ニウム蹄鉄※１

を使用していましたが、蹄鉄にはレース中につい
た傷跡がたくさんあって、不良馬場での激走を感
じさせます7 - 9 )(写真9 )。

※１ ワカタカの競走ニウム蹄鉄
　当時国内で、アルミニウム蹄鉄を製造販売して
いた業者は横浜にあり、昭和5年「競馬用アルミ
ニューム蹄鉄」の特許を取得している10 )。このこと
から、国内で競走ニウム蹄鉄を製造販売していた
業者は、この１社だけと考えられ、その製品とワカ
タカの蹄鉄が酷似していることから、ワカタカの
蹄鉄は国産品であると考える(写真6, 7 )。

　昭和11年第5回日本ダービーは、天皇誕生日で
ある4月29日に、昭和8年に新設された東京競馬場
で行われました。当日の天候は曇。馬場状態は昨夜
からの雨の影響で、稍不良の発表でした。
　トクマサを管理する尾形調教師は、トクマサを
はじめダービー出走馬3頭の蹄鉄を、レース直前に
競走歯鉄へ打替えた理由を、次のように述べてい
ます。
　「若し天気が良ければ面白い勝負をすると思っ
ていたところ、前夜からの合憎の雨で、当日は大変
馬場がおもかった。第八競馬にタマナギが出たと
ころ、滑って着にも来ない。伊藤(トクマサに騎乗
した伊藤正四郎騎手)もすべると云う。その時の一
着馬フソウを見ると雨降り鉄(競走歯鉄)をはいて
いる。それで大急ぎで、シャダイザクラ、キンテキ、
トクマサの三頭のダービー出走馬に雨降り鉄をは
かせたのである11 )。」
　トクマサは、当時「雨降り鉄」と呼ばれていた鉄
製の競走歯鉄※２を装着し、勝利を手にしました(写
真11)。

※２トクマサの競走歯鉄
前蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、鉄尾にやや
尖った鉄臍がある。前蹄の場合、鉄尾は平坦か厚尾
状のものが多いが、鉄臍にすることによって、より
スパイク効果を発揮させている。
後蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、内鉄尾に鉄
臍、外鉄尾に折曲げ鉄臍がある。外側への肢の捻転
と滑走を防止して、推進力を高めている。

　当時の競走蹄鉄は、軽さとともに滑走防止が重
要視されていました。陸軍も軍馬に通じる競走馬
の装蹄法として歯鉄を奨励し、騎手たちに指導し
ていました。そのため競馬倶楽部時代の競馬では、

競走の種類や馬場状態に応じて、色々なタイプの
蹄鉄が研究され、使用されていました12 )。そしてこ
れらの蹄鉄は、ほとんどが手作りだったため、装蹄
師は高い鍛冶技術を要求されました。

訂正とお詫び
　以前私は、装蹄歴史案内. 第7回アルミニウム蹄
鉄の普及(馬の科学Vol 52 (1), 2015)の中で、トク
マサは「アメリカ製歯鉄」を使用していたと記しま
した。その理由は、戦後の資料の中で、「ニューム製
の歯鉄」や「アメリカ製のニュームのスパイク」と
いう記述があって、それらの資料を参考に実物を
見ることなく、「アメリカ製歯鉄」としました13-15 )。
　今回、宮内庁御料牧場のご厚意により、実際の蹄
鉄を拝見する機会をいただき、真実を伝えられた
ことに感謝しています。この書面を借りて訂正す
るとともに、宮内庁御料牧場の関係者各位の方々
や、読者の皆様にお詫び致します。

　昭和12年4月29日、天皇誕生日に行われた第6
回日本ダービーは、初めて牝馬が優勝した記念す
べきレースになりました。この年のダービーは6回
目にして初めての快晴で、良馬場のコンデション
で行われました。牡馬よりもパワーに負けるヒサ
トモは、良馬場が幸いしました。スタートしてヒサ
トモは先行グループにいましたが、2コーナーで早
くも先頭に立ち、2着に1馬身1/4の差をつけ、コー

スレコードで快勝しました16, 17 )。
　ヒサトモは外国製の競走ニウムを使用していま
した。当時、競走馬の装蹄料金は４円50銭ぐらい
でしたが※３、外国製品は蹄鉄だけで、14円前後も
しました。昭和に入ると、より安価な国産品(7円前
後)も販売されるようになりましたが、折損が少な
く品質のよい舶来品は信頼度が高く、賞用されて
いました。牝馬のヒサトモは、舶来品の高級でお
しゃれな蹄鉄を履いて、勝利を手にしました18- 20 )

(写真13)。

※３ 競走馬の装削蹄料金
　昭和15年度神奈川県蹄鉄工業組合定時総会資
料、装蹄並に削蹄料金表には、尋常蹄鉄競走馬装蹄
4円50銭。削蹄料80銭。締替1円80銭。特別技術を
要するものは3割以内増すとす、と定めている。蹄
鉄代など料金の内訳については不明。

　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部を統合し
た、特別法人日本競馬会が設立されました。そのた
め各競馬倶楽部は昭和12年７月末日で解散し、８
月の札幌競馬から日本競馬会が開催する競馬が始
まりました。そして第6回日本ダービーが、東京競

馬倶楽部が開催する最後のダービーになりまし
た21 )(写真14)。
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（写真13）ヒサトモが装着した競走ニウム蹄鉄(外国製)
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（宮内庁御料牧場 所蔵）

（写真14）倶楽部時代の東京競馬場
（東京競馬場絵はがき.東京競馬倶楽部発行より引用。JRA提供）
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第15回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
１．競馬倶楽部時代のダービー馬の蹄鉄
はじめに
　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。政
府はサラブレッドを改良の根幹馬種と定め、競馬
を奨励しました。そして宮内省が所管する下総御
料牧場と、岩崎家(三菱財閥の祖)が所有する小岩
井農場が、その財力と政府の支援を得て頭角を表
し、生産界の双璧として競走馬の改良に貢献しま
した1- 3 )(写真１)。

下総御料牧場が輩出したダービー馬たち
　下総御料牧場は明治8年、幕府直轄地であった佐
倉七牧のうち取香牧(とっこうのまき)に取香種畜
場が設立されたのが始まりで、明治21年宮内省主
馬寮(しゅめりょう)の所管となり、下総御料牧場
が誕生しました。そして御料馬(皇室が使用する乗
馬や儀式用の繋駕馬など)や、軍馬改良に用いる競
走馬の生産、育成が、主要業務になりました。
　競走馬の生産は早くからサラブレッドを輸入

し、改良が進められていました。大正時代一時生産
を中止していましたが、その後再開し、大正から昭
和にかけてアメリカやイギリスから、優秀な繁殖
牝馬と種牡馬ソウルヌソルを輸入しました。そし
てその産駒から、初代ダービー馬ワカタカをはじ
め、トクマサ(第5回)、ヒサトモ(第6回)、クモハタ
(第8回)、イエリュウ(第9回)、クリフジ(第12回)と、
６頭のダービー馬を輩出し、牧場の黄金期を築き
ました4- 6 )(写真2 ,3)。

　今回私は、宮内庁御料牧場のご厚意により、牧場
が所蔵するダービー馬5頭の蹄鉄。ワカタカ、トク
マサ、ヒサトモ、クモハタ、イエリュウの、出走時に
装着した競走蹄鉄を、拝見させていただく機会を
得ました。戦前の競走馬に関する資料は、戦争に
よって多くのものが散逸し、ダービー馬の蹄鉄が
残っていること自体、奇跡と言っていいと思いま
す。この貴重な蹄鉄を読者の皆様に紹介するとと
もに、戦前の競走馬の蹄鉄について解説したいと
思います。
　戦前の競走蹄鉄は、日本競馬会の発足によって
蹄鉄の規制が強化され、変化していきます。そのた
め紹介する方法として、競馬倶楽部時代(ワカタ
カ、トクマサ、ヒサトモ)と、日本競馬会時代(クモ
ハタ、イエリュウ、そしてクリフジが出走した戦争
末期の装蹄事情)の2回に分けて掲載します。

競馬倶楽部時代の競走蹄鉄
　競馬倶楽部時代の競走蹄鉄は特に規制はなく自
由に使用することが出来ました。そのため、馬場状
態や競走の種類によって様々なタイプの蹄鉄が使
用され、不良馬場や障害競走では「雨降り鉄」と呼
ばれる、スパイク効果の高い競走歯鉄が使用され
ていました(写真4 )。
　また大正から昭和になると、外国との交流が盛
んになり、競走用のアルミニウム蹄鉄が輸入され
(写真5)、また外国製品を参考に国産品も開発さ
れ、販売されるようになりました(写真6 ,7 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

　記念すべき第1回東京優駿大競走(日本ダー
ビー)は、昭和7年4月24日、全国中継のラジオ放送
が流れる中、4万人を超える観客を集め、目黒競馬
場で行われました。
　当日の天候は雨。馬場は昨夜から雨が降り続き、
ぬかるみのような不良馬場でした。ワカタカは、内
枠の利と重馬場得意の脚質を生かして先行し、オ
オツカヤマに4馬身差をつけて逃げ切り、勝利を手
にしました。ワカタカは国産の競走ニウム蹄鉄※１

を使用していましたが、蹄鉄にはレース中につい
た傷跡がたくさんあって、不良馬場での激走を感
じさせます7 - 9 )(写真9 )。

※１ ワカタカの競走ニウム蹄鉄
　当時国内で、アルミニウム蹄鉄を製造販売して
いた業者は横浜にあり、昭和5年「競馬用アルミ
ニューム蹄鉄」の特許を取得している10 )。このこと
から、国内で競走ニウム蹄鉄を製造販売していた
業者は、この１社だけと考えられ、その製品とワカ
タカの蹄鉄が酷似していることから、ワカタカの
蹄鉄は国産品であると考える(写真6, 7 )。

　昭和11年第5回日本ダービーは、天皇誕生日で
ある4月29日に、昭和8年に新設された東京競馬場
で行われました。当日の天候は曇。馬場状態は昨夜
からの雨の影響で、稍不良の発表でした。
　トクマサを管理する尾形調教師は、トクマサを
はじめダービー出走馬3頭の蹄鉄を、レース直前に
競走歯鉄へ打替えた理由を、次のように述べてい
ます。
　「若し天気が良ければ面白い勝負をすると思っ
ていたところ、前夜からの合憎の雨で、当日は大変
馬場がおもかった。第八競馬にタマナギが出たと
ころ、滑って着にも来ない。伊藤(トクマサに騎乗
した伊藤正四郎騎手)もすべると云う。その時の一
着馬フソウを見ると雨降り鉄(競走歯鉄)をはいて
いる。それで大急ぎで、シャダイザクラ、キンテキ、
トクマサの三頭のダービー出走馬に雨降り鉄をは
かせたのである11 )。」
　トクマサは、当時「雨降り鉄」と呼ばれていた鉄
製の競走歯鉄※２を装着し、勝利を手にしました(写
真11)。

※２トクマサの競走歯鉄
前蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、鉄尾にやや
尖った鉄臍がある。前蹄の場合、鉄尾は平坦か厚尾
状のものが多いが、鉄臍にすることによって、より
スパイク効果を発揮させている。
後蹄：鉄頭中央の鉄縁(歯の部分)と、内鉄尾に鉄
臍、外鉄尾に折曲げ鉄臍がある。外側への肢の捻転
と滑走を防止して、推進力を高めている。

　当時の競走蹄鉄は、軽さとともに滑走防止が重
要視されていました。陸軍も軍馬に通じる競走馬
の装蹄法として歯鉄を奨励し、騎手たちに指導し
ていました。そのため競馬倶楽部時代の競馬では、

競走の種類や馬場状態に応じて、色々なタイプの
蹄鉄が研究され、使用されていました12 )。そしてこ
れらの蹄鉄は、ほとんどが手作りだったため、装蹄
師は高い鍛冶技術を要求されました。

訂正とお詫び
　以前私は、装蹄歴史案内. 第7回アルミニウム蹄
鉄の普及(馬の科学Vol 52 (1), 2015)の中で、トク
マサは「アメリカ製歯鉄」を使用していたと記しま
した。その理由は、戦後の資料の中で、「ニューム製
の歯鉄」や「アメリカ製のニュームのスパイク」と
いう記述があって、それらの資料を参考に実物を
見ることなく、「アメリカ製歯鉄」としました13-15 )。
　今回、宮内庁御料牧場のご厚意により、実際の蹄
鉄を拝見する機会をいただき、真実を伝えられた
ことに感謝しています。この書面を借りて訂正す
るとともに、宮内庁御料牧場の関係者各位の方々
や、読者の皆様にお詫び致します。

　昭和12年4月29日、天皇誕生日に行われた第6
回日本ダービーは、初めて牝馬が優勝した記念す
べきレースになりました。この年のダービーは6回
目にして初めての快晴で、良馬場のコンデション
で行われました。牡馬よりもパワーに負けるヒサ
トモは、良馬場が幸いしました。スタートしてヒサ
トモは先行グループにいましたが、2コーナーで早
くも先頭に立ち、2着に1馬身1/4の差をつけ、コー

スレコードで快勝しました16, 17 )。
　ヒサトモは外国製の競走ニウムを使用していま
した。当時、競走馬の装蹄料金は４円50銭ぐらい
でしたが※３、外国製品は蹄鉄だけで、14円前後も
しました。昭和に入ると、より安価な国産品(7円前
後)も販売されるようになりましたが、折損が少な
く品質のよい舶来品は信頼度が高く、賞用されて
いました。牝馬のヒサトモは、舶来品の高級でお
しゃれな蹄鉄を履いて、勝利を手にしました18- 20 )

(写真13)。

※３ 競走馬の装削蹄料金
　昭和15年度神奈川県蹄鉄工業組合定時総会資
料、装蹄並に削蹄料金表には、尋常蹄鉄競走馬装蹄
4円50銭。削蹄料80銭。締替1円80銭。特別技術を
要するものは3割以内増すとす、と定めている。蹄
鉄代など料金の内訳については不明。

　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部を統合し
た、特別法人日本競馬会が設立されました。そのた
め各競馬倶楽部は昭和12年７月末日で解散し、８
月の札幌競馬から日本競馬会が開催する競馬が始
まりました。そして第6回日本ダービーが、東京競

馬倶楽部が開催する最後のダービーになりまし
た21 )(写真14)。
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情報コーナー

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周

　競走馬総合研究所臨床医学研究室主査の黒田泰
輔職員は、この度、平成28年9月30日に山口大学大
学院連合獣医学研究科において獣医学博士の学位
を取得したので、その概要を紹介する(写真1)。

　黒田職員は平成17年に日本中央競馬会(JRA)に
入会し、美浦トレーニング・センター競走馬診療所
と栗東トレーニング・センター競走馬診療所で、9
年間競走馬の診療業務に従事した。その後、平成
26年に競走馬総合研究所臨床医学研究室へ配属

され、競走馬臨床に関する研究を行っている。競走
馬診療所および競走馬総合研究所において、各種
の細菌感染症の治療とその予防法についての研究
を行い、鹿児島大学帆保誠二教授の指導の下、その
成績を学術雑誌に投稿するとともに、博士論文と
して提出し学位を取得した。
　論文は「競走馬におけるMethicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)感染症および競走
馬医療におけるMRSAの伝播について」と題し、4
章から構成されている。Methicil l in-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)は抗菌薬メチシリ
ンに耐性を示す黄色ブドウ球菌のことであるが、
多剤耐性菌として多くの抗菌薬に耐性を示し、そ
の感染症はヒトにおいて非常に治療困難な疾患と
して世界各国に広がっている。その伝播の背景に
は健康なヒトにおけるMRSA保菌という問題があ
り、感染様式は健康なヒトから伝播される市中感
染と、医療従事者などを通じて伝播する医療関連
性感染に分けられている。ウマにおいてもMRSA
感染症は各国で報告されているが、その背景には
ヒトと同様にウマにおいても健康馬の保菌や獣医
療従事者における保菌があり、保菌馬や保菌獣医
師を通じたウマのMRSA感染症の発生は極めて大
きな問題となってきている。
　日本では1980年代に北海道の繁殖牝馬の
MRSA子宮炎の発生報告があるものの、それ以降
ウマのMRSA感染症は報告されていなかった。し
かし、2009年から2014にかけてJRAの2つの競走
馬診療所において連続的にウマのMRSA感染症が
発生した。これらの症例の治療は非常に困難であ

り、死に至る症例も認められた。しかし、日本にお
ける健康馬のMRSA保菌状況やウマの獣医師にお
ける保菌に関する報告はなく、これらの感染症が
健康馬同士の接触により伝播されたものなのか、
それとも診療所の獣医療行為により伝播されたも
のか判断できない現状にある。本研究の目的は、こ
れらのMRSA感染症の発生の詳細を示すととも
に、伝播経路を解明するため日本のサラブレッド
競走馬およびそれらの獣医療に従事する臨床獣医
師のMRSA保菌状況を調査し、今後のMRSA感染症
の発生と伝播を防止することである。
　第1章においてJRAの2つの競走馬診療所で連続
的に発生したMRSA感染症の症例の詳細を明らか
にした。症例は9症例で7頭が角膜炎、2頭が整形外
科手術後の術部感染症であった。症例に対する薬
剤感受性試験の結果からMRSA感受性であった抗
菌薬による治療を行ったが、角膜炎においては2
頭が失明し、2頭が治療中に合併症にて死亡、術部
感染症は2頭とも重篤な感染により死亡してお
り、競走馬におけるMRSA感染症は重篤な疾患で
あった(写真2)。また、これらの感染馬は発症前に
はJRAの2つの調教施設で繋養され、MRSAが分離
された時には同施設内に位置する2つの競走馬診
療所に入院していたことから、調教施設内や診療
所内においてMRSAが伝播した可能性が考えられ
た。このことから、感染ルート特定のために調教施
設や診療所におけるウマやヒトの保菌調査が必要
であることが示唆された。

　第2章において、MRSA感染症が発生している2
つの調教施設に繋養されている健康馬600頭の鼻
腔内保菌調査を実施したが、MRSAは分離されな
かった。同2施設は常時約4000頭が繋養されてい
る大規模施設であるが、約15%にあたる健康馬の
調査においてMRSAは分離されなかったことか
ら、この施設内においてMRSAは蔓延しておらず、
健康馬同士の接触によるMRSA伝播の可能性は低
いことが明らかとなった。しかし、欧米では健康馬
の保菌が数多く報告されており、今後とも日本に
おける健康馬の保菌調査を継続し監視していく必
要があると考えられた。

　第3章においてMRSA感染馬が入院していた2つ
の競走馬診療所に所属する臨床獣医師50名と事
務職員16名、そして日本のサラブレッド競走馬の
大半を生産している北海道のウマ臨床獣医師40
名の鼻腔内保菌を調査した(写真4)。MRSA感染馬
が入院していた競走馬診療所では、ウマと直接接

触の無い事務職員では保菌を認めなかったが、獣
医師では2011年は24％、2013年は30.1%と極め
て高い鼻腔内保菌率を認めた。ウマの動物病院に
おいて、感染馬から獣医師へMRSAが伝播する報
告、そして獣医師が感染源となりウマへ伝播した
報告があり、双方向の伝播が報告されている。ウマ
と接触しない事務職員にMRSA保菌を認めていな
いことから、獣医師の保菌は感染馬との接触に起
因する可能性が示された。加えて、診療中の獣医師
の手からもMRSAが分離されており、診療行為に
よってウマへ伝播させていた可能性もある。一方
で、生産地においてウマ臨床獣医師からはMRSA
は分離されなかった。獣医師におけるMRSA保菌
のリスクファクターはMRSA感染馬との接触と報
告されており、本結果は彼らが接触している北海
道のウマにおいてMRSAが蔓延していない可能性
を示している。第2章において健康馬に保菌を認
めなかった結果も含めて考察すると、現状、日本の
ウマコミュニティーにおいてMRSAは広範囲に蔓
延しているのではなく、感染症が発生している2
つの競走馬診療所の入院馬と獣医師という狭い範
囲で蔓延していることが示唆された。
　第4章において、感染症例馬と獣医師から分離
されたMRSAの遺伝子型別を調査した。感染馬か
ら分離されたMRSA9株はすべて同一の遺伝子型
であり、SCCmec II-ST5 型であった。一方で、2011
年に分離された獣医師株は2パターンに分かれ、
感染馬と同じSCCmec II-ST5型が7株とSCCmec 
IV-ST8型が5株であった。直接的に遺伝子学的相
同性を調査するPFGEにおいて、獣医師および感染
馬から分離されたSCCmec II-ST5 16株のうち13
株は同一配列を示し、他の3株も主要な13株とわ
ずか2本のフラグメント差であった(写真5)。既報
においてPFGEについて2から3本以内のフラグメ
ント差であれば極めて高い確率で同一株であるこ
とが報告されており、SCCmec II-ST5 型16株は同

一もしくは極めて近縁の株であることが示され
た。以上の結果から、感染馬と獣医師のMRSA株の
遺伝子学的相同性が確認され、2つの競走馬診療
所においてMRSAがウマ―獣医師間で伝播してい
た可能性が示された。
　本研究によって、日本のウマコミュニティー全
体にMRSAの蔓延は認めないものの、JRAの2つの
競走馬診療所の獣医師および入院馬において
MRSAの保菌と感染症を認め、それらの間にMRSA
が伝播した可能性があることが示された。ヒトに
おいて適切な手指の消毒をはじめとした衛生対策
は、病院内において感染症や医療関係者の保菌を
防止できることが報告されており、これらの結果
を基に2つの診療所で対策が開始されることと
なった。衛生対策を開始後に2つの競走馬診療所
におけるMRSA感染症は減少してきており、本研
究は、競走馬医療におけるMRSA感染症の発生防
止に大いに貢献できるものと考えられる。

山口大学大学院から授与された獣医学博士の学位記を手にす
る黒田職員と同大学のマスコットであるヤマミィ

写真1

黒田泰輔職員の博士学位論文紹介
『競走馬におけるMethicillin-resistant  (MRSA)

感染症および競走馬医療におけるMRSAの伝播について』
Staphylococcus aureus
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発生した。これらの症例の治療は非常に困難であ

り、死に至る症例も認められた。しかし、日本にお
ける健康馬のMRSA保菌状況やウマの獣医師にお
ける保菌に関する報告はなく、これらの感染症が
健康馬同士の接触により伝播されたものなのか、
それとも診療所の獣医療行為により伝播されたも
のか判断できない現状にある。本研究の目的は、こ
れらのMRSA感染症の発生の詳細を示すととも
に、伝播経路を解明するため日本のサラブレッド
競走馬およびそれらの獣医療に従事する臨床獣医
師のMRSA保菌状況を調査し、今後のMRSA感染症
の発生と伝播を防止することである。
　第1章においてJRAの2つの競走馬診療所で連続
的に発生したMRSA感染症の症例の詳細を明らか
にした。症例は9症例で7頭が角膜炎、2頭が整形外
科手術後の術部感染症であった。症例に対する薬
剤感受性試験の結果からMRSA感受性であった抗
菌薬による治療を行ったが、角膜炎においては2
頭が失明し、2頭が治療中に合併症にて死亡、術部
感染症は2頭とも重篤な感染により死亡してお
り、競走馬におけるMRSA感染症は重篤な疾患で
あった(写真2)。また、これらの感染馬は発症前に
はJRAの2つの調教施設で繋養され、MRSAが分離
された時には同施設内に位置する2つの競走馬診
療所に入院していたことから、調教施設内や診療
所内においてMRSAが伝播した可能性が考えられ
た。このことから、感染ルート特定のために調教施
設や診療所におけるウマやヒトの保菌調査が必要
であることが示唆された。

　第2章において、MRSA感染症が発生している2
つの調教施設に繋養されている健康馬600頭の鼻
腔内保菌調査を実施したが、MRSAは分離されな
かった。同2施設は常時約4000頭が繋養されてい
る大規模施設であるが、約15%にあたる健康馬の
調査においてMRSAは分離されなかったことか
ら、この施設内においてMRSAは蔓延しておらず、
健康馬同士の接触によるMRSA伝播の可能性は低
いことが明らかとなった。しかし、欧米では健康馬
の保菌が数多く報告されており、今後とも日本に
おける健康馬の保菌調査を継続し監視していく必
要があると考えられた。

　第3章においてMRSA感染馬が入院していた2つ
の競走馬診療所に所属する臨床獣医師50名と事
務職員16名、そして日本のサラブレッド競走馬の
大半を生産している北海道のウマ臨床獣医師40
名の鼻腔内保菌を調査した(写真4)。MRSA感染馬
が入院していた競走馬診療所では、ウマと直接接

触の無い事務職員では保菌を認めなかったが、獣
医師では2011年は24％、2013年は30.1%と極め
て高い鼻腔内保菌率を認めた。ウマの動物病院に
おいて、感染馬から獣医師へMRSAが伝播する報
告、そして獣医師が感染源となりウマへ伝播した
報告があり、双方向の伝播が報告されている。ウマ
と接触しない事務職員にMRSA保菌を認めていな
いことから、獣医師の保菌は感染馬との接触に起
因する可能性が示された。加えて、診療中の獣医師
の手からもMRSAが分離されており、診療行為に
よってウマへ伝播させていた可能性もある。一方
で、生産地においてウマ臨床獣医師からはMRSA
は分離されなかった。獣医師におけるMRSA保菌
のリスクファクターはMRSA感染馬との接触と報
告されており、本結果は彼らが接触している北海
道のウマにおいてMRSAが蔓延していない可能性
を示している。第2章において健康馬に保菌を認
めなかった結果も含めて考察すると、現状、日本の
ウマコミュニティーにおいてMRSAは広範囲に蔓
延しているのではなく、感染症が発生している2
つの競走馬診療所の入院馬と獣医師という狭い範
囲で蔓延していることが示唆された。
　第4章において、感染症例馬と獣医師から分離
されたMRSAの遺伝子型別を調査した。感染馬か
ら分離されたMRSA9株はすべて同一の遺伝子型
であり、SCCmec II-ST5 型であった。一方で、2011
年に分離された獣医師株は2パターンに分かれ、
感染馬と同じSCCmec II-ST5型が7株とSCCmec 
IV-ST8型が5株であった。直接的に遺伝子学的相
同性を調査するPFGEにおいて、獣医師および感染
馬から分離されたSCCmec II-ST5 16株のうち13
株は同一配列を示し、他の3株も主要な13株とわ
ずか2本のフラグメント差であった(写真5)。既報
においてPFGEについて2から3本以内のフラグメ
ント差であれば極めて高い確率で同一株であるこ
とが報告されており、SCCmec II-ST5 型16株は同

一もしくは極めて近縁の株であることが示され
た。以上の結果から、感染馬と獣医師のMRSA株の
遺伝子学的相同性が確認され、2つの競走馬診療
所においてMRSAがウマ―獣医師間で伝播してい
た可能性が示された。
　本研究によって、日本のウマコミュニティー全
体にMRSAの蔓延は認めないものの、JRAの2つの
競走馬診療所の獣医師および入院馬において
MRSAの保菌と感染症を認め、それらの間にMRSA
が伝播した可能性があることが示された。ヒトに
おいて適切な手指の消毒をはじめとした衛生対策
は、病院内において感染症や医療関係者の保菌を
防止できることが報告されており、これらの結果
を基に2つの診療所で対策が開始されることと
なった。衛生対策を開始後に2つの競走馬診療所
におけるMRSA感染症は減少してきており、本研
究は、競走馬医療におけるMRSA感染症の発生防
止に大いに貢献できるものと考えられる。

MRSA角膜炎によって失明に至った症例
写真2

健康馬における鼻腔内保菌調査
写真3

獣医師における鼻腔内保菌調査
写真4
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　競走馬総合研究所臨床医学研究室主査の黒田泰
輔職員は、この度、平成28年9月30日に山口大学大
学院連合獣医学研究科において獣医学博士の学位
を取得したので、その概要を紹介する(写真1)。

　黒田職員は平成17年に日本中央競馬会(JRA)に
入会し、美浦トレーニング・センター競走馬診療所
と栗東トレーニング・センター競走馬診療所で、9
年間競走馬の診療業務に従事した。その後、平成
26年に競走馬総合研究所臨床医学研究室へ配属

され、競走馬臨床に関する研究を行っている。競走
馬診療所および競走馬総合研究所において、各種
の細菌感染症の治療とその予防法についての研究
を行い、鹿児島大学帆保誠二教授の指導の下、その
成績を学術雑誌に投稿するとともに、博士論文と
して提出し学位を取得した。
　論文は「競走馬におけるMethicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)感染症および競走
馬医療におけるMRSAの伝播について」と題し、4
章から構成されている。Methicil l in-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)は抗菌薬メチシリ
ンに耐性を示す黄色ブドウ球菌のことであるが、
多剤耐性菌として多くの抗菌薬に耐性を示し、そ
の感染症はヒトにおいて非常に治療困難な疾患と
して世界各国に広がっている。その伝播の背景に
は健康なヒトにおけるMRSA保菌という問題があ
り、感染様式は健康なヒトから伝播される市中感
染と、医療従事者などを通じて伝播する医療関連
性感染に分けられている。ウマにおいてもMRSA
感染症は各国で報告されているが、その背景には
ヒトと同様にウマにおいても健康馬の保菌や獣医
療従事者における保菌があり、保菌馬や保菌獣医
師を通じたウマのMRSA感染症の発生は極めて大
きな問題となってきている。
　日本では1980年代に北海道の繁殖牝馬の
MRSA子宮炎の発生報告があるものの、それ以降
ウマのMRSA感染症は報告されていなかった。し
かし、2009年から2014にかけてJRAの2つの競走
馬診療所において連続的にウマのMRSA感染症が
発生した。これらの症例の治療は非常に困難であ

り、死に至る症例も認められた。しかし、日本にお
ける健康馬のMRSA保菌状況やウマの獣医師にお
ける保菌に関する報告はなく、これらの感染症が
健康馬同士の接触により伝播されたものなのか、
それとも診療所の獣医療行為により伝播されたも
のか判断できない現状にある。本研究の目的は、こ
れらのMRSA感染症の発生の詳細を示すととも
に、伝播経路を解明するため日本のサラブレッド
競走馬およびそれらの獣医療に従事する臨床獣医
師のMRSA保菌状況を調査し、今後のMRSA感染症
の発生と伝播を防止することである。
　第1章においてJRAの2つの競走馬診療所で連続
的に発生したMRSA感染症の症例の詳細を明らか
にした。症例は9症例で7頭が角膜炎、2頭が整形外
科手術後の術部感染症であった。症例に対する薬
剤感受性試験の結果からMRSA感受性であった抗
菌薬による治療を行ったが、角膜炎においては2
頭が失明し、2頭が治療中に合併症にて死亡、術部
感染症は2頭とも重篤な感染により死亡してお
り、競走馬におけるMRSA感染症は重篤な疾患で
あった(写真2)。また、これらの感染馬は発症前に
はJRAの2つの調教施設で繋養され、MRSAが分離
された時には同施設内に位置する2つの競走馬診
療所に入院していたことから、調教施設内や診療
所内においてMRSAが伝播した可能性が考えられ
た。このことから、感染ルート特定のために調教施
設や診療所におけるウマやヒトの保菌調査が必要
であることが示唆された。

　第2章において、MRSA感染症が発生している2
つの調教施設に繋養されている健康馬600頭の鼻
腔内保菌調査を実施したが、MRSAは分離されな
かった。同2施設は常時約4000頭が繋養されてい
る大規模施設であるが、約15%にあたる健康馬の
調査においてMRSAは分離されなかったことか
ら、この施設内においてMRSAは蔓延しておらず、
健康馬同士の接触によるMRSA伝播の可能性は低
いことが明らかとなった。しかし、欧米では健康馬
の保菌が数多く報告されており、今後とも日本に
おける健康馬の保菌調査を継続し監視していく必
要があると考えられた。

　第3章においてMRSA感染馬が入院していた2つ
の競走馬診療所に所属する臨床獣医師50名と事
務職員16名、そして日本のサラブレッド競走馬の
大半を生産している北海道のウマ臨床獣医師40
名の鼻腔内保菌を調査した(写真4)。MRSA感染馬
が入院していた競走馬診療所では、ウマと直接接

触の無い事務職員では保菌を認めなかったが、獣
医師では2011年は24％、2013年は30.1%と極め
て高い鼻腔内保菌率を認めた。ウマの動物病院に
おいて、感染馬から獣医師へMRSAが伝播する報
告、そして獣医師が感染源となりウマへ伝播した
報告があり、双方向の伝播が報告されている。ウマ
と接触しない事務職員にMRSA保菌を認めていな
いことから、獣医師の保菌は感染馬との接触に起
因する可能性が示された。加えて、診療中の獣医師
の手からもMRSAが分離されており、診療行為に
よってウマへ伝播させていた可能性もある。一方
で、生産地においてウマ臨床獣医師からはMRSA
は分離されなかった。獣医師におけるMRSA保菌
のリスクファクターはMRSA感染馬との接触と報
告されており、本結果は彼らが接触している北海
道のウマにおいてMRSAが蔓延していない可能性
を示している。第2章において健康馬に保菌を認
めなかった結果も含めて考察すると、現状、日本の
ウマコミュニティーにおいてMRSAは広範囲に蔓
延しているのではなく、感染症が発生している2
つの競走馬診療所の入院馬と獣医師という狭い範
囲で蔓延していることが示唆された。
　第4章において、感染症例馬と獣医師から分離
されたMRSAの遺伝子型別を調査した。感染馬か
ら分離されたMRSA9株はすべて同一の遺伝子型
であり、SCCmec II-ST5 型であった。一方で、2011
年に分離された獣医師株は2パターンに分かれ、
感染馬と同じSCCmec II-ST5型が7株とSCCmec 
IV-ST8型が5株であった。直接的に遺伝子学的相
同性を調査するPFGEにおいて、獣医師および感染
馬から分離されたSCCmec II-ST5 16株のうち13
株は同一配列を示し、他の3株も主要な13株とわ
ずか2本のフラグメント差であった(写真5)。既報
においてPFGEについて2から3本以内のフラグメ
ント差であれば極めて高い確率で同一株であるこ
とが報告されており、SCCmec II-ST5 型16株は同

一もしくは極めて近縁の株であることが示され
た。以上の結果から、感染馬と獣医師のMRSA株の
遺伝子学的相同性が確認され、2つの競走馬診療
所においてMRSAがウマ―獣医師間で伝播してい
た可能性が示された。
　本研究によって、日本のウマコミュニティー全
体にMRSAの蔓延は認めないものの、JRAの2つの
競走馬診療所の獣医師および入院馬において
MRSAの保菌と感染症を認め、それらの間にMRSA
が伝播した可能性があることが示された。ヒトに
おいて適切な手指の消毒をはじめとした衛生対策
は、病院内において感染症や医療関係者の保菌を
防止できることが報告されており、これらの結果
を基に2つの診療所で対策が開始されることと
なった。衛生対策を開始後に2つの競走馬診療所
におけるMRSA感染症は減少してきており、本研
究は、競走馬医療におけるMRSA感染症の発生防
止に大いに貢献できるものと考えられる。

SCCmec II-ST5 型16 株のPFGE パターン
(a)：感染馬から分離された9 株
(b)：獣医師から分離された7 株
†：主要13 株から2 フラグメント差の違いを認める株
　　(Horse-4,Vet-9)
††：主要13 株から、上記2 株とは異なる2 フラグメント差の
　　  違いを認める株(Horse-5)
M：S. cerevisiae サイズ マーカー (Invitrogen Japan)

写真5
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特 別 記 事

日高における砂のぼりとは！

日本軽種馬協会 軽種馬生産技術総合研修センター　田中弘祐
日本装削蹄協会　青木　修

　装蹄学の教本に記載されている「砂のぼり」と、
日高において現地の装蹄師や獣医師が認識してい
る「砂のぼり」とは、その原因や症状が異なってい
る。この違いを放置することなく、いずれは共通の
認識に基づいて病態を定義する必要があるが、そ
のための参考として、はじめに現在日高地方で「砂
のぼり」として扱われている症例について紹介す
る。

１．日高における「砂のぼり」の具体例
　症例1（1歳）：初診日には左後肢の支跛を呈し、
砂のぼりと診断して蹄湿布と鎮痛剤投与を施した
が、その効果がなかった。3日目、左後肢は蹄踵を
浮かして蹄尖負重で立ち、歩行を命じると左後肢
は接地せずに残りの3本肢で歩行していた（図1上
段左）。白帯の病変部を刮削しても排膿はみられな
かったが、継続して蹄湿布を実施した（図1上段
右）。4日目の朝に鎮痛剤を注射したところ、患肢
でも負重するようになり、夕方には蹄冠部が自潰

して排膿した。9日目、図1下段下左は自潰した蹄
冠部であるが、この時、蹄球と蹄叉の離解が現れた
（図1下段左から2枚目）。16日目、蹄叉や蹄底の一
部が離解（図1下段右から2枚目）し、ついに23日目
には蹄底全体が離解した（図1下段右）。これは上
手く排膿できず、排膿孔を求めて蹄下面が全周に
わたり蹄壁から離解してしまった症例である。
　症例2（1歳）：数回にわたり砂のぼりを発症し、
その都度、蹄冠部が自潰（図2上段左）し、最後の自
潰時には蹄冠がパックリ花開いたように離解した
（図2下段）。その2週間後には、直径1.5㎝の自潰痕
となった（図2上段右）。まるで瘻管が慢性的に存
在し、習慣性のように繰り返して発症した症例で
ある。

　症例3（1歳）：初診日は、左前肢が重度の支跛を
呈し、レントゲン像（図3上段左）によって蹄尖部
に矢印で示した透過像を確認したことから、蹄尖
負面中央の縫際点を刮削したが、そこからの排膿
はみられなかった。そこで蹄にアニマルインデッ

クスをヴェトラップで固定し、鎮痛剤投与を行っ
た。2日目も支跛は変わらず観察され、継続して鎮
痛消炎剤を投与、蹄にはアニマルインデックスを
巻き、曳き運動を行った。3日目朝、縫際点裂部か
ら少量排膿したが、支跛は相変わらず観察された。
夕方、レントゲン像（図3上段中央）により矢印他
で示した蹄冠直下と蹄骨先端付近の2ヶ所に透過
像を確認したことから、排膿促進のために曳き運
動をしたところ、矢印で示した蹄冠中央から自潰
（図3上段右）し、支跛は軽減された。5日目には跛
行が改善されたが、蹄冠部に5㎝幅での剥離（図3
下段左）が発症してしまった。蹄尖負面には刮削し
た穴（図3下段中央）が残ったことから、このまま
では土砂が詰まり再度の感染を引き起こす恐れが
あることから、蹄鉄を装着（図3下段右）し、その上
で刮削部の穴には脱脂綿を詰めて清潔を保った。
この症例は白帯部から先に排膿したにも関わら
ず、蹄冠にも自潰した症例である。

２．教本の「砂のぼり」と日高での「砂のぼり」
（1）　教本「装蹄学」に記載された砂のぼり
　“白線裂や蟻洞と良く似たものに「砂のぼり」が
ある。これは蹄壁の中層が負縁の弧形に沿って分
裂したもので、跣蹄馬に発生することが多く、重度
のものでは、分裂が蹄冠まで達することがある。分
裂内部には土砂が堅くつまり、蹄壁は膨隆して打
診によって空洞音を発する。一般に跛行はみられ
ないが、蹄壁欠損の原因となる。本症は蹄鉄を装着
することにより回復することが多い。原因は、平蹄
や広蹄などは本症の素因となる。蹄が乾燥したも
のや蹄質脆弱なものでは発生しやすく、また、白線

裂に続発することも多い。跣蹄馬では、端蹄廻しの
不足や不良によって発症する”と記してある。
（2）　日高での砂のぼり
　教本に記された砂のぼりは、その記述から判断
して「単純性蟻洞」の範疇として扱われている。一
方、日高での認識は、白帯に砂が進入して白帯病を
発症し、そこから蹄内部が感染して化膿性炎症を
起こし、支跛を呈した段階で「砂のぼり」と診断さ
れている。これらの症例は、一般的には白帯部分か
らは排膿せずに、出口を探して葉状層を登り、蹄冠
部が自潰して排膿することが多い。つまり、日高で
の「砂のぼり」に対する認識では、「白帯病をきっか
けとして蹄冠部などから自潰排膿した蹄膿瘍や化
膿性蹄皮炎」ということになる。ただし、砂などの
詰まっている部分が白帯に止まり、蹄内部の化膿
がなければ、それは白帯病である。

３．日高での砂のぼりに対する処置のポイント
◆処置のポイント
○患部の白帯病付近を、むやみに掘らない。白帯部
の回りに大きな穴を開けてしまうと、完治後、穴
へ土砂が詰まりやすくなり、その対応が難しい。
○蹄湿布を施して保湿し、その上で清潔を維持す
る。たとえばアニマルインデックス（図4上段
左）をヴェトラップで固定する。またはコンビ
ロール（図4上段右）などを濡らし、ダクトテー
プ（図4下段左）を格子状（図4下段中央）に組ん
で被覆・固定（図下段右）することで、蹄全体の水
分を保持し、蹄の角質を柔らかくすることで排
膿が促進される。なお、ダクトテープは、ガム

テープよりも粘着力および強度が高く、水をは
じくことから色々な用途に応用されている。
○症状を確認しながら、適宜鎮痛剤を使用する。患
蹄が負重しないと排膿し難いので、蹄の負重状
態をみながら鎮痛剤の使用を考慮する。
○排膿促進のため、曳き運動を実施する。適宜の曳
き運動を行い、蹄を負重させることで排膿しや
すくなる。また排膿を認めたときには、さらに曳
き運動を継続して完全に排膿させる。
◆白帯病への対応
　白帯に土砂が詰まっている状態を放置すると、
さらに土砂が深部に侵入して砂のぼりの要因とな
ることから、予防として実施している削蹄法を紹
介する。
　図5上段は1歳馬にみられた症例である。両後肢
内蹄側の白帯に土砂が侵入し、蹄壁が膨隆した状
態であり、何時砂のぼりに発展してもおかしくな
い状態であった。１歳馬の蹄底は薄くて出血しや
すいことから、蹄底側を刮削することは好ましく
ないので、蹄壁を削切し、侵入した土砂を取り除き

やすくすると同時に、土砂の侵入を防ぐことがポ
イントとなる。また図5下段左2枚は、白帯病で深
くなった白帯で、それに対して図5下段右2枚のよ
うに蹄尖部および内外蹄側負面に大きく上弯を設
けた4ポイント・トリム（黄色い楕円は4つの支持
面）も白帯病の予防には有効である。

４．まとめ
　砂のぼりに対する教本の記載と日高での認識に
は明らかな違いがある。それは、教本では「単純性
蟻洞」の一種であるが、日高での認識は「白帯から
土砂が進入して発生した蹄膿瘍または化膿性蹄皮
炎であり、最終的に蹄冠などから自潰排膿した症
例」と理解できる。この認識の違いをいずれかに統
一するには、さらに慎重な議論と検討が必要とな
る。しかしながら、元来「砂のぼり」という用語は俗
称であり、日高の装蹄師や獣医師の間で前述のよ
うな病態が自然発生的に「砂のぼり」として認識さ
れ、定着しているとすれば、少なくとも日高では、
「蹄膿瘍」の一種と理解する方が実情に合ってい
る。とはいえ、今後は、全国規模の情報交換や業界
指導における混乱を防ぐためにも、日高以外の地
区における「砂のぼり」に対する認識を調査確認
し、全国的なレベルでの認識の統一化を図り、この
俗称についての、より適切な定義を確立するべき
ではないだろうか。
　なお、読者諸兄の地元で「砂のぼり」についての
異なった認識が普及しているようであれば、是非、
その詳細について本稿筆者までご一報を。お待ち
しています。

図1　症例1

図2　症例2
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　装蹄学の教本に記載されている「砂のぼり」と、
日高において現地の装蹄師や獣医師が認識してい
る「砂のぼり」とは、その原因や症状が異なってい
る。この違いを放置することなく、いずれは共通の
認識に基づいて病態を定義する必要があるが、そ
のための参考として、はじめに現在日高地方で「砂
のぼり」として扱われている症例について紹介す
る。

１．日高における「砂のぼり」の具体例
　症例1（1歳）：初診日には左後肢の支跛を呈し、
砂のぼりと診断して蹄湿布と鎮痛剤投与を施した
が、その効果がなかった。3日目、左後肢は蹄踵を
浮かして蹄尖負重で立ち、歩行を命じると左後肢
は接地せずに残りの3本肢で歩行していた（図1上
段左）。白帯の病変部を刮削しても排膿はみられな
かったが、継続して蹄湿布を実施した（図1上段
右）。4日目の朝に鎮痛剤を注射したところ、患肢
でも負重するようになり、夕方には蹄冠部が自潰

して排膿した。9日目、図1下段下左は自潰した蹄
冠部であるが、この時、蹄球と蹄叉の離解が現れた
（図1下段左から2枚目）。16日目、蹄叉や蹄底の一
部が離解（図1下段右から2枚目）し、ついに23日目
には蹄底全体が離解した（図1下段右）。これは上
手く排膿できず、排膿孔を求めて蹄下面が全周に
わたり蹄壁から離解してしまった症例である。
　症例2（1歳）：数回にわたり砂のぼりを発症し、
その都度、蹄冠部が自潰（図2上段左）し、最後の自
潰時には蹄冠がパックリ花開いたように離解した
（図2下段）。その2週間後には、直径1.5㎝の自潰痕
となった（図2上段右）。まるで瘻管が慢性的に存
在し、習慣性のように繰り返して発症した症例で
ある。

　症例3（1歳）：初診日は、左前肢が重度の支跛を
呈し、レントゲン像（図3上段左）によって蹄尖部
に矢印で示した透過像を確認したことから、蹄尖
負面中央の縫際点を刮削したが、そこからの排膿
はみられなかった。そこで蹄にアニマルインデッ

クスをヴェトラップで固定し、鎮痛剤投与を行っ
た。2日目も支跛は変わらず観察され、継続して鎮
痛消炎剤を投与、蹄にはアニマルインデックスを
巻き、曳き運動を行った。3日目朝、縫際点裂部か
ら少量排膿したが、支跛は相変わらず観察された。
夕方、レントゲン像（図3上段中央）により矢印他
で示した蹄冠直下と蹄骨先端付近の2ヶ所に透過
像を確認したことから、排膿促進のために曳き運
動をしたところ、矢印で示した蹄冠中央から自潰
（図3上段右）し、支跛は軽減された。5日目には跛
行が改善されたが、蹄冠部に5㎝幅での剥離（図3
下段左）が発症してしまった。蹄尖負面には刮削し
た穴（図3下段中央）が残ったことから、このまま
では土砂が詰まり再度の感染を引き起こす恐れが
あることから、蹄鉄を装着（図3下段右）し、その上
で刮削部の穴には脱脂綿を詰めて清潔を保った。
この症例は白帯部から先に排膿したにも関わら
ず、蹄冠にも自潰した症例である。

２．教本の「砂のぼり」と日高での「砂のぼり」
（1）　教本「装蹄学」に記載された砂のぼり
　“白線裂や蟻洞と良く似たものに「砂のぼり」が
ある。これは蹄壁の中層が負縁の弧形に沿って分
裂したもので、跣蹄馬に発生することが多く、重度
のものでは、分裂が蹄冠まで達することがある。分
裂内部には土砂が堅くつまり、蹄壁は膨隆して打
診によって空洞音を発する。一般に跛行はみられ
ないが、蹄壁欠損の原因となる。本症は蹄鉄を装着
することにより回復することが多い。原因は、平蹄
や広蹄などは本症の素因となる。蹄が乾燥したも
のや蹄質脆弱なものでは発生しやすく、また、白線

裂に続発することも多い。跣蹄馬では、端蹄廻しの
不足や不良によって発症する”と記してある。
（2）　日高での砂のぼり
　教本に記された砂のぼりは、その記述から判断
して「単純性蟻洞」の範疇として扱われている。一
方、日高での認識は、白帯に砂が進入して白帯病を
発症し、そこから蹄内部が感染して化膿性炎症を
起こし、支跛を呈した段階で「砂のぼり」と診断さ
れている。これらの症例は、一般的には白帯部分か
らは排膿せずに、出口を探して葉状層を登り、蹄冠
部が自潰して排膿することが多い。つまり、日高で
の「砂のぼり」に対する認識では、「白帯病をきっか
けとして蹄冠部などから自潰排膿した蹄膿瘍や化
膿性蹄皮炎」ということになる。ただし、砂などの
詰まっている部分が白帯に止まり、蹄内部の化膿
がなければ、それは白帯病である。

３．日高での砂のぼりに対する処置のポイント
◆処置のポイント
○患部の白帯病付近を、むやみに掘らない。白帯部
の回りに大きな穴を開けてしまうと、完治後、穴
へ土砂が詰まりやすくなり、その対応が難しい。
○蹄湿布を施して保湿し、その上で清潔を維持す
る。たとえばアニマルインデックス（図4上段
左）をヴェトラップで固定する。またはコンビ
ロール（図4上段右）などを濡らし、ダクトテー
プ（図4下段左）を格子状（図4下段中央）に組ん
で被覆・固定（図下段右）することで、蹄全体の水
分を保持し、蹄の角質を柔らかくすることで排
膿が促進される。なお、ダクトテープは、ガム

テープよりも粘着力および強度が高く、水をは
じくことから色々な用途に応用されている。
○症状を確認しながら、適宜鎮痛剤を使用する。患
蹄が負重しないと排膿し難いので、蹄の負重状
態をみながら鎮痛剤の使用を考慮する。
○排膿促進のため、曳き運動を実施する。適宜の曳
き運動を行い、蹄を負重させることで排膿しや
すくなる。また排膿を認めたときには、さらに曳
き運動を継続して完全に排膿させる。
◆白帯病への対応
　白帯に土砂が詰まっている状態を放置すると、
さらに土砂が深部に侵入して砂のぼりの要因とな
ることから、予防として実施している削蹄法を紹
介する。
　図5上段は1歳馬にみられた症例である。両後肢
内蹄側の白帯に土砂が侵入し、蹄壁が膨隆した状
態であり、何時砂のぼりに発展してもおかしくな
い状態であった。１歳馬の蹄底は薄くて出血しや
すいことから、蹄底側を刮削することは好ましく
ないので、蹄壁を削切し、侵入した土砂を取り除き

やすくすると同時に、土砂の侵入を防ぐことがポ
イントとなる。また図5下段左2枚は、白帯病で深
くなった白帯で、それに対して図5下段右2枚のよ
うに蹄尖部および内外蹄側負面に大きく上弯を設
けた4ポイント・トリム（黄色い楕円は4つの支持
面）も白帯病の予防には有効である。

４．まとめ
　砂のぼりに対する教本の記載と日高での認識に
は明らかな違いがある。それは、教本では「単純性
蟻洞」の一種であるが、日高での認識は「白帯から
土砂が進入して発生した蹄膿瘍または化膿性蹄皮
炎であり、最終的に蹄冠などから自潰排膿した症
例」と理解できる。この認識の違いをいずれかに統
一するには、さらに慎重な議論と検討が必要とな
る。しかしながら、元来「砂のぼり」という用語は俗
称であり、日高の装蹄師や獣医師の間で前述のよ
うな病態が自然発生的に「砂のぼり」として認識さ
れ、定着しているとすれば、少なくとも日高では、
「蹄膿瘍」の一種と理解する方が実情に合ってい
る。とはいえ、今後は、全国規模の情報交換や業界
指導における混乱を防ぐためにも、日高以外の地
区における「砂のぼり」に対する認識を調査確認
し、全国的なレベルでの認識の統一化を図り、この
俗称についての、より適切な定義を確立するべき
ではないだろうか。
　なお、読者諸兄の地元で「砂のぼり」についての
異なった認識が普及しているようであれば、是非、
その詳細について本稿筆者までご一報を。お待ち
しています。

図3　症例3

図4　蹄湿布例
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　装蹄学の教本に記載されている「砂のぼり」と、
日高において現地の装蹄師や獣医師が認識してい
る「砂のぼり」とは、その原因や症状が異なってい
る。この違いを放置することなく、いずれは共通の
認識に基づいて病態を定義する必要があるが、そ
のための参考として、はじめに現在日高地方で「砂
のぼり」として扱われている症例について紹介す
る。

１．日高における「砂のぼり」の具体例
　症例1（1歳）：初診日には左後肢の支跛を呈し、
砂のぼりと診断して蹄湿布と鎮痛剤投与を施した
が、その効果がなかった。3日目、左後肢は蹄踵を
浮かして蹄尖負重で立ち、歩行を命じると左後肢
は接地せずに残りの3本肢で歩行していた（図1上
段左）。白帯の病変部を刮削しても排膿はみられな
かったが、継続して蹄湿布を実施した（図1上段
右）。4日目の朝に鎮痛剤を注射したところ、患肢
でも負重するようになり、夕方には蹄冠部が自潰

して排膿した。9日目、図1下段下左は自潰した蹄
冠部であるが、この時、蹄球と蹄叉の離解が現れた
（図1下段左から2枚目）。16日目、蹄叉や蹄底の一
部が離解（図1下段右から2枚目）し、ついに23日目
には蹄底全体が離解した（図1下段右）。これは上
手く排膿できず、排膿孔を求めて蹄下面が全周に
わたり蹄壁から離解してしまった症例である。
　症例2（1歳）：数回にわたり砂のぼりを発症し、
その都度、蹄冠部が自潰（図2上段左）し、最後の自
潰時には蹄冠がパックリ花開いたように離解した
（図2下段）。その2週間後には、直径1.5㎝の自潰痕
となった（図2上段右）。まるで瘻管が慢性的に存
在し、習慣性のように繰り返して発症した症例で
ある。

　症例3（1歳）：初診日は、左前肢が重度の支跛を
呈し、レントゲン像（図3上段左）によって蹄尖部
に矢印で示した透過像を確認したことから、蹄尖
負面中央の縫際点を刮削したが、そこからの排膿
はみられなかった。そこで蹄にアニマルインデッ

クスをヴェトラップで固定し、鎮痛剤投与を行っ
た。2日目も支跛は変わらず観察され、継続して鎮
痛消炎剤を投与、蹄にはアニマルインデックスを
巻き、曳き運動を行った。3日目朝、縫際点裂部か
ら少量排膿したが、支跛は相変わらず観察された。
夕方、レントゲン像（図3上段中央）により矢印他
で示した蹄冠直下と蹄骨先端付近の2ヶ所に透過
像を確認したことから、排膿促進のために曳き運
動をしたところ、矢印で示した蹄冠中央から自潰
（図3上段右）し、支跛は軽減された。5日目には跛
行が改善されたが、蹄冠部に5㎝幅での剥離（図3
下段左）が発症してしまった。蹄尖負面には刮削し
た穴（図3下段中央）が残ったことから、このまま
では土砂が詰まり再度の感染を引き起こす恐れが
あることから、蹄鉄を装着（図3下段右）し、その上
で刮削部の穴には脱脂綿を詰めて清潔を保った。
この症例は白帯部から先に排膿したにも関わら
ず、蹄冠にも自潰した症例である。

２．教本の「砂のぼり」と日高での「砂のぼり」
（1）　教本「装蹄学」に記載された砂のぼり
　“白線裂や蟻洞と良く似たものに「砂のぼり」が
ある。これは蹄壁の中層が負縁の弧形に沿って分
裂したもので、跣蹄馬に発生することが多く、重度
のものでは、分裂が蹄冠まで達することがある。分
裂内部には土砂が堅くつまり、蹄壁は膨隆して打
診によって空洞音を発する。一般に跛行はみられ
ないが、蹄壁欠損の原因となる。本症は蹄鉄を装着
することにより回復することが多い。原因は、平蹄
や広蹄などは本症の素因となる。蹄が乾燥したも
のや蹄質脆弱なものでは発生しやすく、また、白線

裂に続発することも多い。跣蹄馬では、端蹄廻しの
不足や不良によって発症する”と記してある。
（2）　日高での砂のぼり
　教本に記された砂のぼりは、その記述から判断
して「単純性蟻洞」の範疇として扱われている。一
方、日高での認識は、白帯に砂が進入して白帯病を
発症し、そこから蹄内部が感染して化膿性炎症を
起こし、支跛を呈した段階で「砂のぼり」と診断さ
れている。これらの症例は、一般的には白帯部分か
らは排膿せずに、出口を探して葉状層を登り、蹄冠
部が自潰して排膿することが多い。つまり、日高で
の「砂のぼり」に対する認識では、「白帯病をきっか
けとして蹄冠部などから自潰排膿した蹄膿瘍や化
膿性蹄皮炎」ということになる。ただし、砂などの
詰まっている部分が白帯に止まり、蹄内部の化膿
がなければ、それは白帯病である。

３．日高での砂のぼりに対する処置のポイント
◆処置のポイント
○患部の白帯病付近を、むやみに掘らない。白帯部
の回りに大きな穴を開けてしまうと、完治後、穴
へ土砂が詰まりやすくなり、その対応が難しい。
○蹄湿布を施して保湿し、その上で清潔を維持す
る。たとえばアニマルインデックス（図4上段
左）をヴェトラップで固定する。またはコンビ
ロール（図4上段右）などを濡らし、ダクトテー
プ（図4下段左）を格子状（図4下段中央）に組ん
で被覆・固定（図下段右）することで、蹄全体の水
分を保持し、蹄の角質を柔らかくすることで排
膿が促進される。なお、ダクトテープは、ガム

テープよりも粘着力および強度が高く、水をは
じくことから色々な用途に応用されている。
○症状を確認しながら、適宜鎮痛剤を使用する。患
蹄が負重しないと排膿し難いので、蹄の負重状
態をみながら鎮痛剤の使用を考慮する。
○排膿促進のため、曳き運動を実施する。適宜の曳
き運動を行い、蹄を負重させることで排膿しや
すくなる。また排膿を認めたときには、さらに曳
き運動を継続して完全に排膿させる。
◆白帯病への対応
　白帯に土砂が詰まっている状態を放置すると、
さらに土砂が深部に侵入して砂のぼりの要因とな
ることから、予防として実施している削蹄法を紹
介する。
　図5上段は1歳馬にみられた症例である。両後肢
内蹄側の白帯に土砂が侵入し、蹄壁が膨隆した状
態であり、何時砂のぼりに発展してもおかしくな
い状態であった。１歳馬の蹄底は薄くて出血しや
すいことから、蹄底側を刮削することは好ましく
ないので、蹄壁を削切し、侵入した土砂を取り除き

やすくすると同時に、土砂の侵入を防ぐことがポ
イントとなる。また図5下段左2枚は、白帯病で深
くなった白帯で、それに対して図5下段右2枚のよ
うに蹄尖部および内外蹄側負面に大きく上弯を設
けた4ポイント・トリム（黄色い楕円は4つの支持
面）も白帯病の予防には有効である。

４．まとめ
　砂のぼりに対する教本の記載と日高での認識に
は明らかな違いがある。それは、教本では「単純性
蟻洞」の一種であるが、日高での認識は「白帯から
土砂が進入して発生した蹄膿瘍または化膿性蹄皮
炎であり、最終的に蹄冠などから自潰排膿した症
例」と理解できる。この認識の違いをいずれかに統
一するには、さらに慎重な議論と検討が必要とな
る。しかしながら、元来「砂のぼり」という用語は俗
称であり、日高の装蹄師や獣医師の間で前述のよ
うな病態が自然発生的に「砂のぼり」として認識さ
れ、定着しているとすれば、少なくとも日高では、
「蹄膿瘍」の一種と理解する方が実情に合ってい
る。とはいえ、今後は、全国規模の情報交換や業界
指導における混乱を防ぐためにも、日高以外の地
区における「砂のぼり」に対する認識を調査確認
し、全国的なレベルでの認識の統一化を図り、この
俗称についての、より適切な定義を確立するべき
ではないだろうか。
　なお、読者諸兄の地元で「砂のぼり」についての
異なった認識が普及しているようであれば、是非、
その詳細について本稿筆者までご一報を。お待ち
しています。

図5　白帯病対応例
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学 会 報 告

第34回国際スポーツバイオメカニクス学会

運動科学研究室　高橋敏之・高橋佑治

　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）

基調講演会場

水流装置における実験のデモンストレーション

風洞実験装置の紹介

足に装着した圧力測定装置による実験のデモンス
トレーション

午前中には発表者が2分程度で要旨のプレゼンを行い、午後に
発表者がポスター前に立ち、質疑応答を受ける形式であった。
夕方には、筑波大学のバイオメカニクス研究各分野における実
験および施設の紹介があった。

ポスター発表の会場の様子
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）

ボール内のセンサーによるボールの速度、回転方
向および回数測定についてのデモンストレーショ
ン
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）



（48） 馬の科学　Vol.54（1）2017

　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）
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　本学会は、1982年に創設されたスポーツバイオ
メカニクスに関する国際学会である。毎年開催地
を変えて年次大会が開催されており、日本で開催
されたのは今回が初めてである。開催地は日本の
スポーツバイオメカニクスをリードしている筑波
大学であった。分野は様々なスポーツにおけるバ
イオメカニクス、測定機器に関する演題、運動時の
フォームと故障リスクに関する演題やリハビリに
関する演題など多岐にわたり、基調講演5題、

applied sessionが7題、口頭発表112題、ポスター
202題の発表があった。

　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○FATIGUE-RELATED ASYMMETRY AND 
INSTABILITY DURING A 3200M TIME-TRIAL 
PERFORMANCE IN HEALTHY RUNNERS
(3200m走中に疲労によって起こる走行フォーム
の非対称性と不安定性について)
Kurt H. Schutteら（Stellenbosch University, South 
Africa）
　ランニングの動作は周期性を持ち、一連のリズ
ミカルな動きによって直前の動きを繰り返すとい
う対称性を有する動きである。しかしながら、疲労
によってこの動きは阻害され、無駄な動きが出現
し、走行のエネルギー効率が悪くなる可能性が高
い。その結果、パフォーマンスが低下し、故障につ
ながりやすくなると考えられている。3200mタイ
ムトライアル後に、疲労により姿勢が崩れている
という報告はあるが (Pendergrass, Moore and 
Gerber, 2003)、実際のレース中のランニング
フォーム変化についての報告はない。また、3軸加
速度計を用いて疲労と走行フォームの関係につい
て述べた文献はいくつかあるが、これらはトレッ
ドミル上において一定速度で走らせたものであ
り、実際のレース中に走行フォームの変化につい
て観察した研究はない。そこで、本研究では3軸加
速度計を体幹に装着した状態で3200mのタイム
トライアルレースを実施し、より実際の競技に近
い条件で疲労と走行フォームの対称性および安定
性について検討した。

　趣味としてランニングを行っている15名の被
験者を用いた。被験者はL3の位置に3軸加速度計
（±50g、1024Hz、13bi t ,  Gu l f  Coas t  Da ta  
Concepts, MS）を装着し、400m×8周（3200m）走
を全力で走るよう指示した。400mごとに垂直方
向、前後方向、左右方向における加速度それぞれの
RMS値（root mean square;二乗平均平方根）と合成
RMS値の比を算出した。また、走行の対称性につい
ては各成分波形の自己相関係数を求めることで評
価した (Moe-Nilssen and Helbostad, 2004)。これ
らの測定項目は１周目を基準とし、その変化量を
各周回について求めた。
　横方向のRMS成分比は周回を重ねるにつれて増
加したが、対称性の変化は認めなかった。7,8周目
は、1周目と比較して垂直方向のRMS成分比、対称
性（自己相関係数）が減少していた。前後方向の
RMS成分比および対称性の変化は認めなかった。
　以上から３軸加速度計を体幹に装着すること
で、疲労に伴う走行フォームの不安定性や対称性
が崩れることを観察できることが示唆された。横
方向のRMS成分比の増加は疲労時に起こる特徴で
ある可能性がある。疲労時には左右に大きく揺れ
てしまうことで余分なエネルギーを消費し、パ
フォーマンスが低下してくると考えられる。また、
横方向の変化は２周目以降継続して認められるの
に対し、垂直方向成分の変化は最後の２周で観察
された。おそらくラストスパートして速度が上昇
しているので、垂直成分の比は減少していると考
えられる。また、前後方向はトレッドミル上の運動
時は対称性や不安定性が減少したのに対し、本研
究では認められなかった。これはトレッドミル上
において一定速度で走っている時の疲労による対
称性の変化と、陸上トラックで走っている時の疲
労による対称性の変化を引き起こすメカニズムが
異なっている可能性があることが示唆された。
　本研究では測定に必要な機器が３軸加速度計の
みと、比較的安価で簡便な方法を用いて疲労時の
走行フォームの変化を捉えている。この手法は競
走馬でも応用可能であると思われるので、今後実
験系を検討していきたい。

○THE EFFECTS OF COMPRESSION GARMENTS 
ON SPORTS PERFORMANCE AND FATIGUE
(圧縮衣服がスポーツパフォーマンスと疲労に与
える影響)
Chin-Yi Gu ら（National Dong Hwa University, 
Hualien, Taiwan）
　近年、タイツやストッキングなどの弾性率の高
い圧縮衣服（伸縮性、圧縮性が高い全身タイツのよ
うな衣服）がスポーツに利用されることが多く
なってきている。このような衣服はパフォーマン
スを向上させ、疲労を軽減させるという報告もあ
る。本研究ではcompression garment（CG）と通常
の衣服（NS）でスプリント走のパフォーマンス、お
よびジャンプ時の疲労の差異を比較した。
　11人の健康な女子大学生にNSまたはCGを着さ
せ、20m走のタイムを測定した。タイム計測後に反
射マーカーを装着し、フォースプレート上で垂直
跳びを3度行いその平均値を測定した(疲労前)。そ
の後60秒間カウンタームーブメントジャンプ
（CMJ；直立した姿勢からしゃがみこみ、素早く切
り返してジャンプする動作）を続けさせ、その3分
後に垂直跳びを3度行いその平均値を測定した
（疲労後）。疲労指数（FI）は（上位10％のジャンプ高
さ－下位10％のジャンプ高さ/下位10%のジャン
プ高さ）×100により求めた（Dal Pupo et al . ,  
2013）。
　NSとCGに20m走のタイムに違いは認めなかっ
た。一方、FIはNSよりもCGは有意に低下していた。
NSにおける疲労後の垂直跳びの高さは疲労前よ
りも有意に低下していたが、CGにおいては疲労前
後で有意な差は認めなかった。さらに、NSにおけ
る疲労後の最大の床反力、最大伸展モーメント、最
大パワーは有意に疲労前よりも低下していたのに
対し、CGにおいては疲労前後で有意な差は認めな
かった。
　以上から、CGは20m走スプリント能力には影響
を及ぼさないが、ジャンプ時の疲労を軽減させる
ことが示唆された。CGは疲労を軽減するという点
については先行研究と一致した。先行研究におい
ては、この理由は末梢を圧迫することで静脈還流
量が増加する、軟部組織の振動を軽減するという
ようなことが考察されているが、演者の意見は疲

労時にも姿勢を保てるようになるためではないか
ということであった。
　サラブレッドは遠位部には筋肉がほとんど存在
せず、疲労する部位は主に近位に着いている筋肉
と考えられるため、本発表のような効果があるCG
を適用するのは困難であると思われる。しかし、
CGが疲労を軽減するメカニズムが明らかとなれ
ば、サラブレッドの疲労を軽減する研究も発展す
る可能性があると思われる。

○THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL 
AND EXPLOSIVE VOLUNTARY MUSCULAR 
T O R Q U E  A N D  T H E  R E S P O N S E  T O  
UNEXPECTED PERTURBATIONS
（最大随意筋トルク、爆発的随意筋トルクと予期せ
ぬ摂動現象に対する反応の関係性）
Fearghal Behanら（Loughborough University, 
Loughborough, UK）
　運動中に起きる故障は突発的に予期せぬ状況下
で発生することが多い。よって、迅速に関節トルク
を産み出すことで急な動きに対応できると考えら
れ、故障予防には関節トルクの急速発揮が重要で
あると考えられる。急速に発生する関節トルクの
ことを爆発的トルク（ET）と呼び、近年パフォーマ
ンスとの関連を報告している文献も多いが、ETと
突発的な動きに対応するバランス能力を調べた研
究は少ない。本研究の目的は、膝伸展および足関節
底屈のETと摂動現象時の質量中心の反応の相関
を観察することである。
　日頃からよく運動している17名（男性10名、女
性7名）を被験者とした。膝伸展および足関節底屈
の最大随意収縮（MVC）を測定し（3秒間かけてと
にかく力を発揮するよう指示）、その後爆発的最大
随意収縮（EVC）を測定した（1秒以内にできるだけ
早く最大の力を発揮するよう指示）。力の発生時か
ら25,50,75,150,200msの各々の値を各EVCの値
とした。MVCからは最大随意トルク（MVT）を、
EVCからはETをそれぞれ算出した。また、被験者に
は開眼あるいは閉眼して左右どちらかの足で急に
動かすことができる床に立つよう指示した。各状
況（例；開眼、右足立脚）を4度ずつ行い、摂動（急に
床が動く状況）が発生してから500msまでの質量

中心の変位（COMD）と加速度（COMA）を50msご
とに測定した。それぞれの時間におけるMVTおよ
びETとCOMDおよびCOMAの相関係数を求めた。
揺れの方向が予測できないよう摂動は前後左右ど
の方向にも動かしたが、解析には前方向に動かし
た時のデータのみを用いた。
　膝伸展および足関節底屈のどちらにおいても
MVT、ETとCOMDの間に相関関係は認めなかっ
た。また、膝伸展および足関節底屈のどちらにおい
てもMVTとCOMAに相関係数は認めなかった。し
かし、膝伸展においては25msおよび50msの、足関
節底屈においては50msおよび75msのETと摂動
開始後300msのCOMAに負の相関関係を認めた。
これはETが高いほど、摂動時における質量中心の
動揺が少ないことを示している。以上のことから
摂動時における姿勢の安定性を保つにはMVTで
はなく、ETが重要であることが示唆された。急速
なトルク発揮を可能にするようなトレーニングは
衝突プレーや急な動作時のバランス保持に重要で
あり、故障のリスク低下に寄与する可能性がある。
　これまで筆者は漠然とMVCやMVTが姿勢の安
定性には重要であると考えていたが、急な動作時
の姿勢保持にはET、つまり反応の速さという側面
も重要であることを学んだ。予期せぬ急な動作は
競馬のレース中にも頻繁に起こると思われるの
で、今後もこの分野の研究には注目していきたい。

○LOWER EXTREMITY JOINT MOMENTS IN 
ATHLETICS CURVE SPRINTING
（曲走路スプリント走における下肢部関節モーメ
ントについて）
Josef Viellehnerら（German Sport University, 
Cologne, Germany）
　200mや400m走は、直線だけでなくカーブを走
らなくてはならず、向心力（円の中心に向かう力；
遠心力とは逆向きのベクトル）が要求される種目
である。そのため直線走と比べて、曲走路では左脚
の垂直方向床反力および合成床反力が低下するな
ど、左右の脚の役割が異なると考えられている 
(Churchill et al., 2015)。また、曲走路において左脚
は右脚よりも多くの力積を産み出すことも知られ
ている。本研究の目的は、曲走時における床反力や

前額面（内転、外転）、横断面（内旋、外旋）、矢状面
（屈曲、伸展）にかかる関節モーメントを3次元的
に解析し、左右の脚の機能差をより明確にするこ
とである。
　6人の短距離走者を被験者とし（200mベストタ
イムは22.6±0.33s）、3度の曲走、3度の直線走を
実施した。それぞれの試走では4枚のフォースプ
レート上を走るよう指示し、走行フォームはハイ
スピードカメラで撮影した。左（L）右（R）それぞれ
の脚の接地時間、床反力、外的関節モーメントの最
大値を曲走時（C）と直線走時（L）で比較した（以
下、条件は略語で表現；曲走時の左脚はCL）。
　曲走時は円の中心方向に体を傾けているため、
左脚が受ける内側への床反力は右脚よりも有意に
高かった。前額面に関してはCLの膝内転モーメン
トはCRの約2倍以上あり、LLよりも有意に高かっ
た。また、CLの股関節内転モーメントはCRやLLよ
り有意に高く2倍程度であった。横断面に関して
は、CLにおける膝および股関節の外旋モーメント
の方がCRよりも有意に高く、CLにおける足関節内
旋モーメントがCRよりも有意に高かった。矢状面
に関しては、CLにおける足関節屈曲モーメントが
LLよりも有意に高いのみであった。
　内側方向にかかる高いGRFの値は曲走時におけ
る左脚（内側の脚）と右脚（外側の脚）の役割の違い
を示唆している。左脚は遠心力に負けないよう、高
い向心力を産み出す必要がある。そのため、前額面
の関節モーメント（内転、外転モーメント）が影響
を受けると考えられる。本研究で観察されたCLの
膝および股関節の高い内転モーメントから、左脚
（内側の脚）は前額面の動作を安定するために寄与
していることが考えられる。また、左の膝および股
関節の高い外旋モーメントからは曲走時の左足は
横断面のモーメント（内旋、外旋）もコントロール
していることが示唆された。以上から、曲走時の左
（内側）の脚は矢状面（推進力）というよりは前額面
（内転、外転）と水平面（内旋、外旋）のコントロール
に寄与していると考えられた。
　サラブレッドがコーナーを回るときには内側の
脚は手前脚になることがほとんどである。現在の
技術ではサラブレッドにおいてこのような測定を
実施することは困難であるが、この分野の研究が

進めばコーナリング時の手前脚と反手前脚の機能
差の解明、故障予防のヒントになると思われる。

（高橋佑治）

○MUSCULOSKELETAL CHARACTERISTICS FOR 
EAST-AFRICAN TOP DISTANCE RUNNERS
（東アフリカのトップ長距離ランナーにおける筋
骨格的特徴）
Masaki Ishikawaら（Osaka University of Health 
and Sport Sciences, Osaka, JAPAN1）
　東アフリカのトップレベルの長距離ランナー
は、非常に長いアキレス腱およびモーメントアー
ムを持ち、内側腓腹筋の筋線維長が短いことが特
徴である。長いアキレス腱モーメントアームは、地
面から加えられた力に対して、足関節の伸張トル
クを発生させるために必要なアキレス腱にかかる
力および下腿三頭筋の活動を低下させる可能性が
ある。ホッピングや走行時、東アフリカのトップレ
ベルの長距離ランナーは、着地時間中の全体に
渡って筋電図活動が小さく、内側腓腹筋腱および
筋線維の長さの変動範囲が小さいが、腱弾性の効
果的な使用を反映する内側腓腹筋腱の大きな短縮
-伸張比を持つ。東アフリカのトップレベルの長距
離ランナー下肢における特異的な筋骨格的な特徴
は、人種的なのかトレーニング適応なのか疑問が
生まれる。そこで、東アフリカのトップレベルの長
距離ランナーの筋骨格的特徴の特殊性を調べるた
めに、東アフリカ人の間の下肢部の筋骨格的特徴
を比較した。東アフリカのトップレベルの長距離
ランナーの下肢の筋骨格的特徴は東アフリカのト
レーニングしたランナーと健康な競技者でない成
人と異ならないと仮説を立てた。この仮説の通り
なら、東アフリカのトップレベルの長距離ラン
ナーの下肢部のこれらの特異的な筋骨格的特徴
は、トレーニングに対する適応よりも人種的な特
徴である可能性がある。
　3つの東アフリカ人のグループが実験に参加し
た（トップレベルランナー：n = 18、トレーニング
したランナー：n = 32、コントロールの男性：n = 
19）。彼らのアキレス腱長、断面積、モーメント
アーム、および腓内側腹筋の筋線維長を超音波画
像から測定した。アキレス腱長は、踵骨の挿入部と

内側および外側腓腹筋間のアキレス腱接合部の遠
位点から測定した。アキレス腱の断面積は、ヒラメ
筋の遠位端下部を測定した。アキレス腱のモーメ
ントアームは、立位時に超音波横断像を撮影し、
Heron’s formula (Weisstein from MathWorld)に
より計算した。
　アキレス腱長、アキレス腱モーメントアームお
よび内側腓腹筋筋線維長は、グループ間で有意に
異ならなかった。しかし、アキレス腱断面積は、コ
ントロールよりも、トップレベルランナーおよび
トレーニングしたランナーで有意に小さかった。
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーの特
異的な筋骨格的特徴は、長距離走へのトレーニン
グ適応によるものではなかった。この結果は、アキ
レス腱断面積を除く東アフリカのトップレベルの
長距離ランナーの下肢部の筋骨格的特徴は、人種
的特徴であることを示している。従って、東アフリ
カ人は、長距離走に対して生理的に有利な点を
持っている。一方、ランナーのアキレス腱断面積は
コントロールよりも小さかった。以前の研究では、
東アフリカのトップレベルの長距離ランナーのア
キレス腱断面積は、日本人のエリート長距離ラン
ナーよりも大きかったが、アキレス腱断面積と走
能力の間に相関は見られなかった。結論として、小
さなアキレス腱断面積は長距離ランナーの特徴で
ある可能性がある。長距離ランナーを選抜するた
めには、走能力に関連する身体的パラメーターを
観察することが重要である。
　競走馬においても、競走距離に応じて適した体
型があると考えられている。これまでのヒトにお
ける研究から考えると、長距離競走では足が長い
ほうが有利なのか発表者に質問したところ、東ア
フリカのトップレベルの長距離ランナーは足が長
いわけではなく、膝から下の下肢部が長いとのこ
とであった。競走馬でも、四肢に長さや下肢部の長
さと走能力に関連性が見られるか興味を持った。

○THE INFLUENCE OF BASEBALL PITCHING ON 
THE HARDNESS OF THE FLEXOR PRONATOR 
MUSCLES - USING ULTRASOUND REALTIME 
TISSUE ELASTGRAPHY
（超音波リアルタイムティッシュエラストグラ

フィーを用いた屈曲回内筋の硬さに対する野球の
投球の影響）
Shintarou Kudoら（Morinomiya University of 
Medical Sciences, Osaka, Japan）
　野球のピッチャーは肘の損傷の危険性が高く、
投球に関係した損傷の25%は、10日以上の休養を
必要とする重症度だと考えられている。投球によ
る損傷を予防することは野球選手にとって重要で
あり、その発症機序を調べる必要がある。投げ方の
タイプ、投球数、フォームは投球による損傷の危険
因子である。Lyman, Fleisig, Andrews, および
Osinskiは、9歳から14歳までのピッチャーは、肩や
ひじの疼痛の危険性が増加するので、breaking 
pitches（カーブやスライダーなど）を投げるべき
ではないと提言した。投球の後半cocking局面から
加速局面において、肘内側にかかる強い外反力の
増加が、尺側側副靭帯損傷（Ulnar Col latera l  
Ligament; UCL）のような肘内側の疼痛につながる
ことが知られている。大きな外反力は投球の間に
かかり、年齢とともに増加する。ユースのピッ
チャーの外反力は~28 Nm、高校生は~48 Nm、 大
学生は~55 Nm、プロの投手は 64 Nm である。UCL
は、~32 Nmの外反力にしか耐えられないことが知
られている。従って、外反力はUCLのみでなく、屈
曲－回内筋グループにもかかる。内側上顆の筋腱
領域における退行性変化は屈曲－回内筋グループ
の慢性的、反復的な短縮性及び伸張性収縮負荷の
結果である。尺側手根屈筋（flexor carpi ulnaris; 
FCU）は主な安定装置であり、浅指屈筋（flexor 
digitorum superficialis; FDS）は二次的な安定装置
であり、一方、円回内筋（pronator teres; PT）は最小
限の動的安定性を提供する。FCUはUCLの真上に
位置するため、FDSは近接していて比較的容量が
大きいため、肘内側の支持を行うのに最も適した
筋肉である。このことは、投球モーションの
cockingから加速局面において肘の外反力が大き
いオーバースローのピッチャーに特に関係があ
る。Reinold等は、動作の受動的な稼働範囲は投球
直後に有意に減少し、その後24時間継続すること
を報告している。従って、屈曲－回内筋グループの
硬さは投球数の増加により変化すると考えられ
る。しかし、投球数の増加が個々の筋肉の硬さに影

響を与えるかは明らかになっていない。
　リアルタイム組織エラストグラフィー（RTE）
は、特定の筋肉において硬さの分布を評価するこ
とができる。Niitsu, Michizaki, Endo, Takei, & 
Yanagisawaは、上腕二頭筋の硬さは伸張性肘屈曲
運動の後、数日間は有意に硬くなることを報告し
ている。このように、RETは投球後の筋肉の硬さの
変化を評価できる可能性があり、投球障害を持つ
選手のためにカスタマイズした投球プログラムの
作成を補助できる可能性がある。
　この研究の目的は、投球後の屈曲－回内筋グ
ループの個々の硬さ変化を評価することである。
　週に2回以上野球をしたことがあり、高校生以
降投手を経験したことがある12名の健康な男性
ボランティアが実験に参加した。すべての参加者
は試験段階では投球障害を起こしていなかった。
被験者は、ウォーミングアップ後、速球100球の投
球を一定のリズムで行うように指示された。
　屈曲－回内筋の硬さを、100球の投球前後に18 
MHzリニアトランスデューサのRTEにより測定し
た（Aplio 300, TOSHIBA co. Japan)。被験者があお
むけで肘が30°屈曲した状態でRTEを測定した。
FCU、FDSおよびPT、それぞれすべての断面積が見
えるように前部内側前腕の近位20%の部分にトラ
ンスデューサを当てた。スキャン後に、測定部位を
FCU、FDS、PTおよび参照材料にそれぞれ設定し
た。その後、それぞれのストレイン比（筋/参照領域
比）をそれぞれの画像において3回計算した。低い
ストレイン比は硬いことを意味する。硬さ変化の
比率は投球前の同じ筋肉の硬さに対する100球投
球後のそれぞれの投手の各筋肉の硬さの割合と
し、最も硬くなった筋肉はそれぞれの投手におい
て最も低いストレイン比と定義した。
　屈曲－回内筋グループのRTEの信頼度である
ICCはすべての筋肉で0.9以上であった。すべての
筋肉の硬さは投球の前後で有意に異ならなかっ
た。また、グリップ力も投球前後で異ならなかっ
た。硬さ比率の変化も3つの筋肉間で異ならな
かった。FCUが最も硬くなった投手は5名であり、
FDSまたはPTが硬くなったのは、それぞれ4名、3
名であった。最も硬くなった筋肉の硬さは投球の
前後で有意に異なっていた。

　大学生の投手は1試合平均96.7±16.1球投げ、
試合終了時には約18%が主観的な疲労を感じてい
る。しかし、球速は試合の初めから終わりまで有意
に低下していなかった。大学生の投手は、模擬試合
において105から135球投げた時に疲労する。
従って、約100球の投球は屈曲－回内筋グループ
の硬さの増加を起こし、もし筋肉の硬さを回復で
きなければ、投手は上腕に問題や損傷を起こすと
仮定した。
　この研究では、投球前後において、3つの筋肉の
硬さは有意に異ならなかった。しかし、最も硬く
なった筋肉の硬さは100球の投球前後で有意に異
なった。PTおよびFCRは内側顆の前部に付着する。
これらの腱は投球の加速局面において伸ばされ
る。Davidson等は、FCUは、内側側副靭帯の真上に
あり、FDSは近傍にあり容量が大きいことから、肘
内側の支持を提供するのに適した筋肉であると述
べている。しかし、投球の際にどの筋肉が重要な役
割を果たすのか不明である。今回の結果は、同じ投
球回数であっても硬さの変化と最も硬くなる筋肉
は個人により異なることを示している。投球の機
序を知ることは、投球障害を予防するために重要
であり、投球のバイオメカニクスが上肢のストレ
スの程度に影響することは明らかである。ピッ
チャーは試合の間に筋疲労を経験しており、その
ことが理想的な投球を維持することを困難にして
いる。最も硬くなる筋肉が個人により異なるのは、
投球のバイオメカニクスが異なることによる可能
性がある。しかし、投球中の屈曲－回内筋グループ
の個々の活動を解析することは不可能である。
従って、投球障害後のリハビリテーションを行う
投手の投球数を管理することは重要である。この
研究の限界は、投球後の形態学的な変化の調査を
行わなかったことである。高いレベル、多くの投球
数におけるこれらの筋肉の硬さについて評価する
にはさらなる研究が必要である。
　投球に関する実験では、疲労する筋肉が個人に
より異なり、各筋における明確な変化を示すこと
ができなかったが、各筋の疲労をRTEで捉えられ
ていた。競走馬では走行時の疲労による筋電図変
化を測定しているが、筋の疲労をRTEで捉えるこ
とができるならば、筋電図と異なる面からも筋疲

労を評価できる可能性があると考えられた。

○EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
OF KNEE EXTENSOR AND PATELLAR TENDON 
D U R I N G  S Q U A T T I N G  B Y  M U S C L E  
CONTRACTIONSENSOR METHOD.
（筋収縮センサー法によるスクワット時の膝伸張
腱および膝蓋腱の機械的特性の評価）
Shigeharu Tanakaら（Kokushikan University, 
Tokyo, Japan）
　等尺性および等速性状態において筋活動は筋出
力に関連すると報告されている。加えて、筋音図法
により測定した等尺性状態での機械的特性は、負
荷の増加により有意に変化することが知られてい
る。近年、筋収縮センサーにより、筋収縮の機械的
特性を評価できるようになった。筋活動と筋収縮
センサー信号は等尺性状態において肘の屈曲力と
関係することが報告された。加えて、スクワット中
の膝蓋腱の張力と膝の角度との関係と同様に、膝
関節のトルクとの関係を調べた研究も存在する。
しかし、動的な運動において筋収縮と膝蓋腱の機
械的特性の関係を説明した報告はない。また、動的
な運動において、大腿部の筋収縮の生理的、機械的
特性の関係を調査したデータはない。スクワット
は四頭筋を強化する最も一般的な運動の一つであ
り、リハビリテーションや強化トレーニングに頻
繁に用いられる。この研究の目的は、スクワット中
の筋－腱複合体の機械的特性と筋活動の関係を評
価することである。
　膝に障害のない14名の男性が実験に参加した。
すべての被験者はフルスクワットを行った。股関
節及び膝関節の角度は、高速度カメラの映像から
算出した。屈曲局面は、起立状態から膝の最大屈曲
までとし、伸張局面は膝の最大屈曲から起立状態
までとした。機械的特性の指標として、外側広筋、
大腿直筋、内側広筋および膝蓋腱の緊張を筋収縮
センサー法により測定した。筋収縮センサーの信
号は安静時と最大値の比率とした。
　各筋における筋収縮センサー信号の最大値は、
スクワット中の膝関節最大屈曲時に見られた。一
方、膝蓋腱の最大信号は最大屈曲より前に認めら
れた。外側広筋における安静時と最大信号比は他

の筋よりも有意に大きかった。それぞれの筋にお
ける筋収縮センサー信号は屈曲及び伸張局面にお
いて膝関節の角度に依存していた。各筋における
相対的筋収縮センサー信号は、膝関節の屈曲およ
び伸張局面における膝蓋腱の筋収縮センサー信号
と一定の関係を示した。膝蓋腱の相対的筋収縮セ
ンサー信号と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信
号はすべての筋肉において同様の比例関係を示し
た。屈曲および伸張局面において相対的積分筋電
図と膝伸張筋の相対的筋収縮センサー信号に有意
な関係が観察された。
　筋収縮センサー信号は、膝伸張筋と膝蓋腱にお
いて異なっていた。過去の研究では、筋収縮セン
サー信号は、ハーフスクワットにおいて膝関節角
度、膝関節トルクと膝蓋腱の緊張との間に直線関
係が認められた。さらに、筋力と筋収縮センサー信
号との関係は、筋力と積分筋電図の関係よりも直
線的であった。この研究における膝関節と膝蓋腱
の関係は過去の研究と同様であった。
　等尺性状態における膝関節伸張筋の活動は膝関
節角度により異なる。しかし、外側広筋と内側広筋
の活動比率は変化しない。内側広筋は膝蓋骨が外
側へ変位するのを防止する安定装置として作用す
ると考えられている。二関節筋としての大腿直筋
の筋電図はスクワット中の体の調整に影響され
る。筋収縮センサーは、動的運動中の筋および腱の
機械的特性を評価することができた。筋収縮セン
サーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性を測
定できる身に付けられる生体センサーである。動
的運動中の筋および腱の機械的特性の関係を調べ
ることは、トレーニングやリハビリテーションに
役立つ。
　スクワット中の膝伸筋群の筋活動と筋収縮セン
サー信号は有意な相関を示した。そのため、筋収縮
センサーは、収縮中の筋－腱複合体の機械的特性
を測定できる可能性がある。
　筋収縮センサーは、現状は出来ていないが、腱の
上に装着することにより腱にかかる力を推定でき
るようになる可能性がある。このような筋収縮セ
ンサーにより、走行中に腱にかかる力の測定が、非
侵襲的にできるようになれば、さまざまの状況で
浅指屈腱にかかる力の測定が可能となり、屈腱炎

の予防に役立つと考えられる。この研究の今後の
展開について質問したところ、アキレス腱につい
て研究を進めていくとのことだったので、結果に
注目していきたい。

○PAP  E F F E C T  O F  R E S I S T ANC E  AND  
OVERSPEED RUNNING ON KINEMATICS AND 
SPRINT PERFORMANCE
（動作およびスプリントパフォーマンスに対する
レジスタンスおよびオーバースピードランニング
のPAP（post activation potentiation; 活動後増
強）効果）
Roland van den Ti l laar（Nord Univers i ty ,  
Levanger, Norway）
　スプリント能力を高めるために、レジスタンス
またはオーバースピードトレーニングが用いられ
ている。これら2つのトレーニング法は力または
スピードに関する過負荷の原則に基づいて行われ
ている。これまでの大部分の研究では、スプリント
能力を高める方法として数週間のトレーニングを
行ってきた。しかし、レジスタンストレーニング
は、通常のスプリントに対して急性の効果を持つ
と考えられており、この機序はPA P（p o s t  
activation potentiation; 活動後増強）と呼ばれる。
PAPは、力を生み出す筋の能力は筋肉内でそれ以
前に何が起きたのかに依存すると定義され、最大
下または最大収縮後のパフォーマンスが向上する
ことを意味する。この向上は、Ca2+利用に対するア
クチンおよびミオシン分子の感度向上、運動単位
の発火同期の上昇、腱ゴルジ装置による阻害の低
下、拮抗筋に対する相互的阻害の増加のような神
経筋的な変化によるものである。この現象の最大
効果は、約5-12分後にのみ起こる。これは、ウォー
ムアップにレジスタントスプリントを含めれば、
その後の通常スプリント能力が高まることを示
す。加えて、レジスタンスウォームアップを行った
選手は、負荷が軽くなったので、速く走れるとの主
観を持つ。オーバースピードスプリントは、通常の
スプリントパフォーマンスを増強する神経筋的変
化を起こすといわれている。しかし、陸上競技や
チームスポーツに重要であると考えられている
20 mスプリントに対するレジスタンスまたは

オーバースピードスプリントの急性効果について
調査されていない。この研究の目的は、通常の20 
m スプリントの動作およびパフォーマンスに対
してレジスタンスおよびオーバースピードスプリ
ントのPAP効果が存在するか評価することであっ
た。
　15名の女性ハンドボール選手が以下の3つの運
動を行った。1)　7回の通常スプリント、2)　7回の
スプリントの内、偶数回はレジスタンススプリン
トを行う。3)　 7回のスプリントの内、偶数回は
オーバースピードスプリントを行う。レジスタン
スとオーバースピードスプリントは、ロープでけ
ん引する方式により実施した。疲労を防ぎ最大の
PAP効果を得るために各スプリントの間には5-6
分の休息を入れた。
　レジスタンスまたはオーバースピードスプリン
トの時、タイムは通常スプリントよりも、それぞれ
6.5%遅い、または7.0%速い値を示した。初回のレ
ジスタンススプリントのみが、直後の通常20 mス
プリントに対してPAP効果を示し、タイムが速
かった。しかし、2回目以降のレジスタンススプリ
ントに通常20 mスプリントのタイム短縮効果は
見られなかった。レジスタンススプリント後の通
常スプリントでは、垂直方向の肢の硬さ、ステップ
長およびステップ頻度は低下し、接地時間は有意
に増加した。通常のスプリントでは、3回目のスプ
リント以降タイムが遅くなり、ステップ頻度、垂直
方向の肢の硬さは有意に低下し、接地時間とフラ
イト時間は有意に増加した。オーバースピードで

は、通常スプリント時のタイムや動作に有意な変
化は認めなかった。
　初回のレジスタンススプリント後のPAP効果を
動作により説明することは困難であるが、接地時
間が長かったため、その間に、より大きな推進力を
発揮できた結果かもしれない。オーバースピード
スプリントではPAP効果が見られなかったが、以
前の研究ではポジティブな効果が認められていた
ので、予想外の結果であった。オーバースピードス
プリントのPAP効果が認められなかったのは、被
験者がレジスタンストレーニングには慣れていた
が、オーバースピードトレーニングに慣れていな
かったためかもしれない。次回は、オーバースピー
ドトレーニングに慣れた後に、オーバースピード
スプリントの通常スプリントに対するPAP効果を
評価したい。
　この研究は、通常の20 m走を本番と仮定したと
きに、どのような準備運動を行えば、本番において
能力が向上するのかを評価していた。今回のよう
な、本番直前の短期間に行われた運動では、明確な
能力の向上は見られなかったが、ヒトにおける長
期的なトレーニングでは効果が見られることが報
告されている。競走馬では、レジスタンストレーニ
ングは坂路調教、オーバースピードトレーニング
は、速度の出やすいポリトラックや芝での調教に
相当すると考えられる。競走馬においても、いつど
のようなタイプのトレーニングを行うと有効であ
るのか検討する必要があると考えられた。

（高橋敏之）
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AOVET (Equine Masters Course)の概要

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門　大動物外科学研究室　佐々木直樹

　2016年9月9日（金）～10日（土）に北米フロリダ
州オーランドで開催されたAOVET（Equ ine  
Masters Course）に参加したので、その概要ついて
紹介する（図1）。

AOVETコース
　AOグループは1958年にDr.Mullerを中心に骨折
の手術療法を研究するスイス人外科医3名により
創設された国際的な研究財団である。AOは建築工
学の理論と骨折治療における力学的研究成果に基
づいて、安定した固定と血行を温存する生物学的
骨接合術を導入した。1960年、AO財団とシンセス
が連携し、その骨折治療マニュアルを提供するAO
コースを世界各地で繰り広げた。日本では1980年
代に整形外科医のためのAOコースが開催され始
め、獣医領域ではAOVETコースとして開催されて
いる。従来、馬臨床獣医師向けのAOVETコースは
主に、スイスにおいてDr. Auer（Equine　Surgery
著者）が講習を開催していた。2000年から北米な
らびにヨーロッパで開催しており、近年アジア・オ
セアニア、南米などで開催している。特に、アジア・

オセアニア地域では、香港ジョッキークラブにお
いて、アジア馬臨床獣医師向けAOVETコースが開
催されている。AOVETコースには、Small Animalと
Equineに分かれて、それぞれ初級（Principles、3日
間）、中級（Advanced、3日間）、上級（Masters、2日
間）があり、上級（Masters）コースはスイスもしく
は北米において4年に1度開催されている。上級
（Maste r s）コースを受講するためには、初級
（Principles、3日間）ならびに中級（Advanced、3日
間）の受講証明が必要とされている。整形外科技術
は日進月歩で発展するため、上級（Masters）コース
は生涯学習として位置づけられている。今回、北米
で開催された上級（Masters）コースには受講者25
名（北米20名、オーストラリア2名、フランス1名、
プエルトリコ1名、日本1名）、担当講師5名で開催
された。オーストラリア人とフランス人は香港
ジョッキークラブのAOVETコースの参加者で
あった（図2）。

はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

Equine Masters Course 
　Equine Masters Courseのカリキュラムは、16時
間の講義、3時間のHands-onラボ（実習）および3時
間のCase Discussion（症例検討）で構成されている
（図3、4）。講義（実習）を教授するFaculty（講師）は、
Dr.  Dean Richardson（New Bolton Center ,  
Pennsylvania大学）、Dr. Lawrence Bramlage（Rood 
& Riddle Equine Hospital）、Dr. Alan Ruggle（Rood 
& Riddle Equine Hospital）、Dr. Jeffrey Wartkins
（Texas A$M大学）およびDr. Christoph Lischer
(Berlin大学)からなるEquine Surgeryの指導者5名
であり、Dr. Alan Ruggleが全体のコーディネート
を行っていた。

　講義では、重度骨折のマネージメント、キャスト
ピン、関節固定（P1P2、球節、腕節）、長骨骨折固定
（尺骨、脛骨、大腿骨）についての内容であり、いず
れも最新のエビデンスに基づいた理想的な整形外
科手技と臨床成績について解説していた（図5）。

参加者の多くが、米国大学のFaculty（教員）や大規
模二次診療施設の専門医であるので、現時点での
技術的限界については見解が分かれるものの、エ
ビデンスについては共通認識を持っていた。

　ラボでは、受講者2名でパートナーを組み、各
テーブルに整形外科器具一式を用いて実習を行う
（図6）。5名のFacultyが順にテーブルを指導して回
るAOVET独自の方法をとっている。Equ ine  
Masters Courseのラボでは、初級（Principles）なら
びに中級（Advanced）でみられるようなビデオ解
説は省略されていて、受講者がテキストの手技を
見ながら各自で進めていく方式がとられている
（図7、8）。ラボのカリキュラムは、プラスチック模
型を用いて橈尺骨骨折へのダブルLCP固定、近位
指節間関節（中手指節関節、手根関節への関節固
定、キャストピン（創外固定）、脛骨骨折へのダブル
LCP固定などである（図9）。Masters Courseのラボ

は、技術の習得を目的としておらず、受講者は普段
の手術における技術上の問題点などについて、
Facultyとディスカッションする場となっている。

　Case Discussion（症例検討）では、一名のFaculty
から難治性の骨折症例が呈示され、他の四名の
Facultyが各々治療法についてコメントしていた
（図10）。いずれも治療経過の思わしくない症例に
対して各経過のステージでの選択する治療法を
ディスカッションしていた。受講者が症例提示す
ることもあり、関節固定を要する変形性関節症や
複骨折症例についてディスカッションがなされて
いた。このように必ずしも成功例ではない症例検
討のディスカッションのスタイルは、広く
AOVET、ACVS、AEEPなどで採用されており、すで
に知識や技術を保有する専門医にとって教育効果
の高いといえる。現在、このようなプログラムは日
本ウマ科学会学術集会にも臨床委員会症例検討会
として取り入れられている。

結語
　北米でのAOVET上級コース（Equine Masters 
Course）は4年後の2020年の東京オリンピック開
催に重なる。受講希望者はそれまでに、初級
（Principles）ならびに中級（Advanced）を終了して
おくことが望ましい。これまで、馬獣医療において
予後不良とされてきた複骨折や粉砕骨折に対し
て、LCPを用いた関節固定が実施されるように
なっており、術後の経過が思わしくない場合にも
キャストピンによるバックアップが控えている状
況にある。今後、Equine Surgeryはインプラントの
開発とともに発展していくものと思われる。我こ
そはと思う諸子は、ぜひこの分野に挑んでもらい
たい。

図1　フロリダ州オーランドの風景

図2　AOVET（Equine Masters Course）プログラム
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　2016年9月9日（金）～10日（土）に北米フロリダ
州オーランドで開催されたAOVET（Equ ine  
Masters Course）に参加したので、その概要ついて
紹介する（図1）。

AOVETコース
　AOグループは1958年にDr.Mullerを中心に骨折
の手術療法を研究するスイス人外科医3名により
創設された国際的な研究財団である。AOは建築工
学の理論と骨折治療における力学的研究成果に基
づいて、安定した固定と血行を温存する生物学的
骨接合術を導入した。1960年、AO財団とシンセス
が連携し、その骨折治療マニュアルを提供するAO
コースを世界各地で繰り広げた。日本では1980年
代に整形外科医のためのAOコースが開催され始
め、獣医領域ではAOVETコースとして開催されて
いる。従来、馬臨床獣医師向けのAOVETコースは
主に、スイスにおいてDr. Auer（Equine　Surgery
著者）が講習を開催していた。2000年から北米な
らびにヨーロッパで開催しており、近年アジア・オ
セアニア、南米などで開催している。特に、アジア・

オセアニア地域では、香港ジョッキークラブにお
いて、アジア馬臨床獣医師向けAOVETコースが開
催されている。AOVETコースには、Small Animalと
Equineに分かれて、それぞれ初級（Principles、3日
間）、中級（Advanced、3日間）、上級（Masters、2日
間）があり、上級（Masters）コースはスイスもしく
は北米において4年に1度開催されている。上級
（Maste r s）コースを受講するためには、初級
（Principles、3日間）ならびに中級（Advanced、3日
間）の受講証明が必要とされている。整形外科技術
は日進月歩で発展するため、上級（Masters）コース
は生涯学習として位置づけられている。今回、北米
で開催された上級（Masters）コースには受講者25
名（北米20名、オーストラリア2名、フランス1名、
プエルトリコ1名、日本1名）、担当講師5名で開催
された。オーストラリア人とフランス人は香港
ジョッキークラブのAOVETコースの参加者で
あった（図2）。

はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

Equine Masters Course 
　Equine Masters Courseのカリキュラムは、16時
間の講義、3時間のHands-onラボ（実習）および3時
間のCase Discussion（症例検討）で構成されている
（図3、4）。講義（実習）を教授するFaculty（講師）は、
Dr.  Dean Richardson（New Bolton Center ,  
Pennsylvania大学）、Dr. Lawrence Bramlage（Rood 
& Riddle Equine Hospital）、Dr. Alan Ruggle（Rood 
& Riddle Equine Hospital）、Dr. Jeffrey Wartkins
（Texas A$M大学）およびDr. Christoph Lischer
(Berlin大学)からなるEquine Surgeryの指導者5名
であり、Dr. Alan Ruggleが全体のコーディネート
を行っていた。

　講義では、重度骨折のマネージメント、キャスト
ピン、関節固定（P1P2、球節、腕節）、長骨骨折固定
（尺骨、脛骨、大腿骨）についての内容であり、いず
れも最新のエビデンスに基づいた理想的な整形外
科手技と臨床成績について解説していた（図5）。

参加者の多くが、米国大学のFaculty（教員）や大規
模二次診療施設の専門医であるので、現時点での
技術的限界については見解が分かれるものの、エ
ビデンスについては共通認識を持っていた。

　ラボでは、受講者2名でパートナーを組み、各
テーブルに整形外科器具一式を用いて実習を行う
（図6）。5名のFacultyが順にテーブルを指導して回
るAOVET独自の方法をとっている。Equ ine  
Masters Courseのラボでは、初級（Principles）なら
びに中級（Advanced）でみられるようなビデオ解
説は省略されていて、受講者がテキストの手技を
見ながら各自で進めていく方式がとられている
（図7、8）。ラボのカリキュラムは、プラスチック模
型を用いて橈尺骨骨折へのダブルLCP固定、近位
指節間関節（中手指節関節、手根関節への関節固
定、キャストピン（創外固定）、脛骨骨折へのダブル
LCP固定などである（図9）。Masters Courseのラボ

は、技術の習得を目的としておらず、受講者は普段
の手術における技術上の問題点などについて、
Facultyとディスカッションする場となっている。

　Case Discussion（症例検討）では、一名のFaculty
から難治性の骨折症例が呈示され、他の四名の
Facultyが各々治療法についてコメントしていた
（図10）。いずれも治療経過の思わしくない症例に
対して各経過のステージでの選択する治療法を
ディスカッションしていた。受講者が症例提示す
ることもあり、関節固定を要する変形性関節症や
複骨折症例についてディスカッションがなされて
いた。このように必ずしも成功例ではない症例検
討のディスカッションのスタイルは、広く
AOVET、ACVS、AEEPなどで採用されており、すで
に知識や技術を保有する専門医にとって教育効果
の高いといえる。現在、このようなプログラムは日
本ウマ科学会学術集会にも臨床委員会症例検討会
として取り入れられている。

結語
　北米でのAOVET上級コース（Equine Masters 
Course）は4年後の2020年の東京オリンピック開
催に重なる。受講希望者はそれまでに、初級
（Principles）ならびに中級（Advanced）を終了して
おくことが望ましい。これまで、馬獣医療において
予後不良とされてきた複骨折や粉砕骨折に対し
て、LCPを用いた関節固定が実施されるように
なっており、術後の経過が思わしくない場合にも
キャストピンによるバックアップが控えている状
況にある。今後、Equine Surgeryはインプラントの
開発とともに発展していくものと思われる。我こ
そはと思う諸子は、ぜひこの分野に挑んでもらい
たい。

受講者25名、Faculty5名。
図5　講義の様子

各テーブルに整形外科器具一式がテクニシャンにより用意さ
れている。

図6　ラボに使用される整形外科器具

図3　AOVET（Equine Masters Course）プログラム
　　   1日目の内容

図4　AOVET（Equine Masters Course）プログラム
　　   2日目の内容
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　2016年9月9日（金）～10日（土）に北米フロリダ
州オーランドで開催されたAOVET（Equ ine  
Masters Course）に参加したので、その概要ついて
紹介する（図1）。

AOVETコース
　AOグループは1958年にDr.Mullerを中心に骨折
の手術療法を研究するスイス人外科医3名により
創設された国際的な研究財団である。AOは建築工
学の理論と骨折治療における力学的研究成果に基
づいて、安定した固定と血行を温存する生物学的
骨接合術を導入した。1960年、AO財団とシンセス
が連携し、その骨折治療マニュアルを提供するAO
コースを世界各地で繰り広げた。日本では1980年
代に整形外科医のためのAOコースが開催され始
め、獣医領域ではAOVETコースとして開催されて
いる。従来、馬臨床獣医師向けのAOVETコースは
主に、スイスにおいてDr. Auer（Equine　Surgery
著者）が講習を開催していた。2000年から北米な
らびにヨーロッパで開催しており、近年アジア・オ
セアニア、南米などで開催している。特に、アジア・

オセアニア地域では、香港ジョッキークラブにお
いて、アジア馬臨床獣医師向けAOVETコースが開
催されている。AOVETコースには、Small Animalと
Equineに分かれて、それぞれ初級（Principles、3日
間）、中級（Advanced、3日間）、上級（Masters、2日
間）があり、上級（Masters）コースはスイスもしく
は北米において4年に1度開催されている。上級
（Maste r s）コースを受講するためには、初級
（Principles、3日間）ならびに中級（Advanced、3日
間）の受講証明が必要とされている。整形外科技術
は日進月歩で発展するため、上級（Masters）コース
は生涯学習として位置づけられている。今回、北米
で開催された上級（Masters）コースには受講者25
名（北米20名、オーストラリア2名、フランス1名、
プエルトリコ1名、日本1名）、担当講師5名で開催
された。オーストラリア人とフランス人は香港
ジョッキークラブのAOVETコースの参加者で
あった（図2）。

はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

Equine Masters Course 
　Equine Masters Courseのカリキュラムは、16時
間の講義、3時間のHands-onラボ（実習）および3時
間のCase Discussion（症例検討）で構成されている
（図3、4）。講義（実習）を教授するFaculty（講師）は、
Dr.  Dean Richardson（New Bolton Center ,  
Pennsylvania大学）、Dr. Lawrence Bramlage（Rood 
& Riddle Equine Hospital）、Dr. Alan Ruggle（Rood 
& Riddle Equine Hospital）、Dr. Jeffrey Wartkins
（Texas A$M大学）およびDr. Christoph Lischer
(Berlin大学)からなるEquine Surgeryの指導者5名
であり、Dr. Alan Ruggleが全体のコーディネート
を行っていた。

　講義では、重度骨折のマネージメント、キャスト
ピン、関節固定（P1P2、球節、腕節）、長骨骨折固定
（尺骨、脛骨、大腿骨）についての内容であり、いず
れも最新のエビデンスに基づいた理想的な整形外
科手技と臨床成績について解説していた（図5）。

参加者の多くが、米国大学のFaculty（教員）や大規
模二次診療施設の専門医であるので、現時点での
技術的限界については見解が分かれるものの、エ
ビデンスについては共通認識を持っていた。

　ラボでは、受講者2名でパートナーを組み、各
テーブルに整形外科器具一式を用いて実習を行う
（図6）。5名のFacultyが順にテーブルを指導して回
るAOVET独自の方法をとっている。Equ ine  
Masters Courseのラボでは、初級（Principles）なら
びに中級（Advanced）でみられるようなビデオ解
説は省略されていて、受講者がテキストの手技を
見ながら各自で進めていく方式がとられている
（図7、8）。ラボのカリキュラムは、プラスチック模
型を用いて橈尺骨骨折へのダブルLCP固定、近位
指節間関節（中手指節関節、手根関節への関節固
定、キャストピン（創外固定）、脛骨骨折へのダブル
LCP固定などである（図9）。Masters Courseのラボ

は、技術の習得を目的としておらず、受講者は普段
の手術における技術上の問題点などについて、
Facultyとディスカッションする場となっている。

　Case Discussion（症例検討）では、一名のFaculty
から難治性の骨折症例が呈示され、他の四名の
Facultyが各々治療法についてコメントしていた
（図10）。いずれも治療経過の思わしくない症例に
対して各経過のステージでの選択する治療法を
ディスカッションしていた。受講者が症例提示す
ることもあり、関節固定を要する変形性関節症や
複骨折症例についてディスカッションがなされて
いた。このように必ずしも成功例ではない症例検
討のディスカッションのスタイルは、広く
AOVET、ACVS、AEEPなどで採用されており、すで
に知識や技術を保有する専門医にとって教育効果
の高いといえる。現在、このようなプログラムは日
本ウマ科学会学術集会にも臨床委員会症例検討会
として取り入れられている。

結語
　北米でのAOVET上級コース（Equine Masters 
Course）は4年後の2020年の東京オリンピック開
催に重なる。受講希望者はそれまでに、初級
（Principles）ならびに中級（Advanced）を終了して
おくことが望ましい。これまで、馬獣医療において
予後不良とされてきた複骨折や粉砕骨折に対し
て、LCPを用いた関節固定が実施されるように
なっており、術後の経過が思わしくない場合にも
キャストピンによるバックアップが控えている状
況にある。今後、Equine Surgeryはインプラントの
開発とともに発展していくものと思われる。我こ
そはと思う諸子は、ぜひこの分野に挑んでもらい
たい。

ラボではテキストが配布され、それに沿ってテクニックの確認
を行う。上級（Mas te r s）では、初級（Pr inc ip l e s）や中級
（Advanced）のカリキュラムで含まれている説明やビデオ解説
が省略されている。

図7　ラボのテキスト

ラボでは2名1ペアとなり、5名のFacultyがテーブルを順番にま
わり指導していく。

図8　ラボにおけるFacultyによる指導の様子

ラボではプラスティックボーンを用いて整形外科テクニック
の確認を行う。
LCP（ブロード、10穴）1枚、Lagテクニック（皮質骨スクリュー）2
本、テンションバンド（ワイヤー）で関節固定を行う。

図9　プラスティックボーンを用いた中手指節間関節固定術

5名のFacultyによる症例呈示があり、他のFacultyからのコメン
ト後に受講者とディスカッションを行う。上級コース
（Masters）では、症例検討のディスカッションに重点が置かれ
ている。

図10　症例検討の様子
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海 外 報 告

第35回国際動物遺伝学会（ISAG）大会参加および
UCDavis獣医遺伝学研究所訪問

競走馬理化学研究所　遺伝子分析部　栫　裕永

はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

現地に行くと、各国言語専門のボランティアガイドがいる。
写真1　モルモン教会の総本山テンプルスクエア
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

座長は戸崎職員（中央左）が務めた。
写真3　プレナリーセッションの様子

写真2　学会会場（ソルトパレスコンベンションセ
　　　  ンター）
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

写真4　電子ポスターによる発表
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

ワークショップ前日に議事について意見交換を行った。（左か
らDr. Lucie Genestout（Labogena、仏）、Dr. Cecilia Penedo
（UCDavis VGL、米）、Dr. Romy Morrin-O’Donnell（Weatherbys、
愛）、Dr. Sofia Mikko（SLU、スウェーデン）、Dr. Rosina Fossati
（Genia、ウルグアイ）、Dr. Torsten Brendel（Eurofins、独）、Dr. 
Marcela Martinez（SRA、アルゼンチン）、筆者）

写真5　馬親子判定ワークショップ常任委員会（兼
　　　  夕食会）
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。

写真6　UCDavis VGLを訪問

写真7　Cecilia Penedo所長（中央）を囲んで

写真8　検査室の様子
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はじめに
　第35回国際動物遺伝学会（International Society 
for Animal Genetics；ISAG）大会が平成28年7月23
日（土）～27日（水）の5日間、米国ユタ州ソルトレ
イクシティのソルトパレスコンベンションセン
ターおよびヒルトンソルトレイクシティセンター
において開催された。今回、筆者と戸崎職員（競走
馬理化学研究所、以下競理研）の2名が本学会に参
加したので、特に馬の遺伝育種研究および親子判
定検査の関連情報について報告する。また、学会後
の7月28日（金）に、米国でDNA型による動物の親
子判定検査を実施しているカリフォルニア大学
デービス校獣医遺伝学研究所（以下UCDavis VGL）
を訪問する機会を得たので、そこで得た実務に関
する情報についても併せて報告する。

１．ISAG大会参加
ISAG大会の概要
　ISAGは、1954年に組織されたヨーロッパ家畜血
液型研究会に端を発する伝統ある学会であり、現
在では世界中の動物・水産物の遺伝育種学に関わ
る研究者、研究機関によって構成される。特に、本
学会は、動物のDNA型（以前は血液型）に関して国
際比較試験を指揮する組織でもあり、親子判定や
個体識別などの血統登録事業を展開する研究・検
査機関にとっては加盟必須の学会となっている
（競理研は1975年よりISAG機関会員）。また、本学
会が隔年で主催する大会では、遺伝育種学研究に
関する最先端の研究発表が行われるほか、「研究の
基盤となる各動物種ゲノム情報の国際間共有」や

「家畜・野生動物の遺伝的多様性に関する研究交
流」、「血統登録・サービス事業や動物法医学に直結
する動物の親子判定・個体識別における国際標準
化」などを目的とした多種多様なワークショップ
が開催される。
　第35回ISAG大会は、米国ユタ州ソルトレイクシ
ティが開催地となった。北米での開催は2000年の
米国ミネソタ州ミネアポリス開催以来16年ぶり
となる。ソルトレイクシティは、2002年冬季オリ
ンピック開催地であり、観光地、スキーリゾート地
として知られる。また、この地は末日聖徒イエス・
キリスト教会（モルモン教会）が拓いた宗教都市と
しても有名である。市内にはモルモン教会の総本
山であるテンプルスクエアがあり、神殿やビジ
ターセンターを訪れることでその教義や歴史を学
ぶことができる（写真1）。
　大会は、テンプルスクエアからトラムで2駅南
下した付近に位置するソルトパレスコンベンショ

ンセンターおよびヒルトンソルトレイクシティセ
ンターの2会場で行われた（写真2）。大会には世界
各国から約400名の参加があり、ISAGとFAANG
（Functional Annotation of Animal Genomes；動物
のゲノム機能の多角的アプローチを目的としたプ
ロジェクト組織）とのジョイントシンポジウム（7
演題）のほか、プレナリーセッション（8講演）、ポ
スターセッション（338題）、ワークショップ（22会
議）が実施され、各会場において研究者間の活発な
議論が展開された。また、大会初日にはウェルカム
レセプションとしてプロフェッショナル競技であ
るロデオショーの観戦、2日目にはユタ大学スタ
ジアムにてダンスパーティー、3日目には学会主
催ツアー（グレイトソルト湖のアンテロープ島観
光など）および公式夕食会が催され、参加者同士の
親睦と交流を深める機会となった。最終日午後に
は総会が開催され、学会賞などの各種表彰のほか、
次回（2017年）の開催地アイルランド・ダブリンの
紹介、次々回開催候補地の誘致プレゼンテーショ
ンなどが行われた。

プレナリーセッション
　プレナリーセッションは、「エピゲノム」、「ゲノ
ム編集」、「遺伝的分化・適応」および「疾病に対する
遺伝学アプローチ」の4テーマに分類され、各テー
マにつき2題の講演が行われた。本報告では、「ゲ
ノム編集」について述べる。
　現在、競馬社会における新たな脅威として「遺伝
子ドーピング」および「遺伝的健全性の毀損」につ
いて国際的な議論が行われている。このうち「遺伝

的健全性の毀損」とは、競走馬の遺伝子を受精卵
（胚）の時点で不正に操作することによって生来の
遺伝子そのものを改変してしまう行為を指す。そ
して、昨今の遺伝子操作技術の急速な進歩により、
その脅威はより現実味を帯びてきたと言える。そ
の遺伝子操作「ゲノム編集」のひとつの技術に
CRISPR/Casシステムがある。本システムは、これ
までにない簡便さで遺伝子操作を可能とする画期
的発明といわれている。今大会のプレナリーセッ
ションではこのゲノム編集をテーマに取り上げ、
CRISPR/Casシステムのメカニズムに関する議論
のほか、Cas9遺伝子を組み込んだ疾患モデル動物
の作製に関する発表も行われた。これらの技術は
遺伝的健全性に影響を与える技術であるととも
に、遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピン
グにも転用可能な技術であることから、今後の研
究動向を注視する必要がある。なお、本セッション
では、国際競馬統括機関連盟（IFHA）の遺伝子ドー
ピング規制小委員会の委員でもある戸崎職員が座
長を務めており、競馬社会での取り組みも踏まえ
ながら専門家との情報交換を行っている（写真
3）。

ポスター発表
　今大会のポスター発表は、「遺伝マーカー・セレ
クション」、「遺伝学・遺伝疾患」、「バイオインフォ
マティクス・統計遺伝学・ゲノム解析技術」、「遺伝
的分化・多型」、「遺伝子機能解析」「ゲノム編集・遺
伝子組み換え動物」「エピジェネティクス・エピゲ
ノム」「ゲノム構造・ゲノム比較」の8テーマに分類

され、各日で多くのテーマが網羅できるように発
表時間が割り当てられた。また、今大会では、学会
初の電子ポスターによる発表が採用され、会場に
は大型モニターが多数設置された。中には動画再
生を含むポスターも見られ、非常に画期的なシス
テムであった（写真4）。

　今回は「遺伝的分化・多型」において筆者が、「遺
伝学・遺伝疾患」において戸崎職員がそれぞれ発表
を行い、関係研究者と情報交換を行った。ここで得
た情報や意見を踏まえ、さらなる研究の推進に努
めたいと考えている。以下に発表内容を報告する。

○日本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプ
の分布について（Distribution of Y chromosomal 
h ap l o t ype s  i n  J apane s e  na t i v e  ho r s e  
populations）

栫　裕永ら（競走馬理化学研究所）
　日本在来馬は、モンゴルの家畜馬が起源と考え
られており、日本国中に分布し幾つかの集団を形
成してきた。しかし、19世紀後半より急激な集団
サイズの減少を経験しており、現在ではその子孫
が8地方に残るのみとなっている。これまで、各在
来馬集団における遺伝資源または固有な特徴の保
存を目的に、常染色体におけるSTRやSNPマーカー
の分析、母系遺伝するミトコンドリア分析による
各集団間の遺伝的関係が調査されてきた。近年、世
界中のウマ品種においてY染色体ハプロタイプの
多様性が同定された。そこで、本研究では、これま
での遺伝学的研究の補完的な情報を得るため、日
本在来馬集団におけるY染色体ハプロタイプの分

布を調査した。7在来馬集団から143頭の牡馬また
はせん馬（北海道和種馬13、木曽馬37、御崎馬38、
野間馬7、対州馬11、宮古馬17、与那国馬20）の血
液を採取しDNA試料を得た。ハプロタイピングは
5遺伝子座の分析により実施し、各遺伝子座にお
けるSNPまたは挿入・欠失については、目的領域の
PCR増幅産物のダイレクトシーケンスにより決定
した。分析の結果、Y-45288および-50869の2遺伝
子座において変異が認められ、3種のハプロタイ
プJHT-1、-2および-3が観察された。これらのハプ
ロタイプは、世界中の品種に認められたタイプと
それぞれ同じものであった。北海道和種馬、野間
馬、対州馬、宮古馬集団にはJHT-1が観察された。
一方、木曽馬および御崎馬集団にはJHT-2のみが
観察された。与那国馬集団においてはJHT-1およ
びJHT-3が観察されたが、JHT-3はJHT-1の突然変
異タイプであった。今回の結果およびアジアの家
畜馬の既報データから、日本在来馬の祖先集団に
おけるメジャータイプはJHT-1であり、このタイ
プが現在の多くの集団に分布し固定化したと考え
られる。一方、木曽馬および御崎馬集団に見られる
JHT-2の固定化は、これらの集団における特定の
父系の遺伝的影響を示唆している。こうした情報
は、日本在来馬集団の遺伝的特徴に関する先行研
究を補完するものである。

○サラブレッド種の骨折発症における遺伝率の推
定（Estimation of heritability for fracture in the 
Thoroughbred racehorse）

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　サラブレッド種の競走中および調教中における
骨折発症は、競馬開催に影響を及ぼすとともに多
大な経済的損失をもたらす。一般に、骨折発症には
運動強度や走路状態などの環境要因が関与してい
るとされ、一般線形モデルに基づく統計分析手法
によって関連する要因が検討されている。一方、統
計遺伝学および分子遺伝学的な手法による研究例
はほぼ無く、これらの疾患に対する遺伝要因の関
与は明らかにされていない。本研究では、競走中お
よび調教中に発症する骨折を対象とし、その発症
に対する遺伝要因の関与について、遺伝率を推定
することにより調査した。骨折の発症情報（発症経

験、発症部位など）は、競走馬情報管理システム
（JARIS）から収集して用いた。混合モデル方程式を
基に、非線形（カテゴリ）モデル分析によって骨折
の発症経験、腕節部（手根骨など）、それ以外の部位
の骨折発症における遺伝率を推定した。発症経験
の推定遺伝率は0.0911であった。つまり、サラブ
レッド種の骨折発症においては、軽微であるが遺
伝要因が関与することが示唆された。次に、発症部
位別に分類して遺伝率を推定したところ、腕節部
の推定遺伝率は0.2598であり、それ以外の部位の
骨折の推定遺伝率（0.0319）と比較して顕著に高
値であった。つまり、腕節部における骨折では遺伝
要因の関与が大きく、それ以外の部位（発症部位を
特定しない）の骨折では競技期間などの環境要因
の関与が大きいことが示唆された。以上の結果か
ら、腕節の骨折発症を対象としてGWASを実施す
ることにより、サラブレッド種の骨折発症に影響
を及ぼす遺伝子またはDNA多型の探索が可能であ
ると考えられた。

ワークショップ
　大会会期中、22のワークショップが開催され
た。そのうち、馬の遺伝育種研究および親子判定検
査と関連する「馬の遺伝学およびゲノム解析ワー
クショップ」および「馬親子判定ワークショップ」
の内容について報告する。

○馬の遺伝学およびゲノム解析ワークショップ
（Horse Genetics and Genomics）
　本ワークショップは、馬の遺伝育種学研究の発
展と国際協調、その研究の基盤となる馬ゲノム情
報に関する国際共同研究推進を目的に開催されて
いる。今回の会合は、「各研究者による講演」、「ゲノ
ム解析に関する招待講演とその討論」および「ゲノ
ム解析研究後の国際共同研究の方向性（FAANGプ
ロジェクト）」の3部構成により実施された。なお、
戸崎職員はDr. Rebecca Bellone（UCDavis VGL）と
ともに本ワークショップの共同議長（常任委員会
委員長）を務めた。
　「各研究者による講演」では、会期中のポスター
発表の中からワークショップ常任委員会により選
抜された演題が口頭発表された。演題は、「体毛が

巻き毛状になる『ブリンドル』にはMRTPS2遺伝子
のイントロン多型が関与する」、「スウェーデン温
血種を対象とした体型や障害飛越能力に関連する
遺伝子のゲノムワイド関連解析」および「馬のY染
色体のゲノム解析」の3題が選ばれ、馬の特定形質
に関わる関連遺伝子の調査とその結果、ゲノム解
析の基盤となる情報について披露された。これら
の情報は、競理研で実施している馬の疾患の原因
遺伝子に関する研究の推進に大いに役立つ情報で
あり、ぜひ活用していきたいと考えている。
　「ゲノム解析に関する招待講演とその討論」で
は、「馬ゲノム情報の再解析と更新」についての講
演が行われた。現在、馬ゲノム情報（配列情報）は
EquCab 2.0版が公開されており、様々な研究の参
照情報として利用可能となっている。しかし、現行
版には正確ではない配列情報が含まれるなどの問
題があるため、より精細な解析情報を加味した更
新バージョンEquCab 3.0版の構築が試みられてお
り、ここではその現況が紹介された。EquCab 3.0版
は年内に公表される見込みとなっている。
　最後に、「ゲノム解析研究後の国際共同研究の方
向性」として、FAANGプロジェクトに関連する演
題が発表された。ゲノム配列が解明された後は、配
列の変異や多様性のみにとどまらず、それらの多
様性と遺伝子やゲノム領域の機能との関連を意味
付けしていくことが重要である。今回は「次世代
シーケンサーを用いたコレクチン遺伝子ファミ
リーの機能解釈と多様性解析」および「経年変化
（老化）が白血球ゲノムのメチル化（遺伝子発現の
変化）に及ぼす影響」の2題の発表が行われ、引き
続き、本ワークショップを含めた馬の国際共同研
究グループが進むべき方向性について活発な議論
が行われた。遺伝子発現、タンパク産生などの機能
やエピゲノム効果が解明されることは、競走馬の
競走能力に関する研究や医療分野において、今後
有益な情報をもたらすに違いない。
　なお、本大会では、ハブマイヤー財団がスポン
サーの「Havemey e r  Wo r k s h op  o n  G en e  
Expression and Annotation in Horses（ウマの遺伝
子発現とアノテーションに関するワークショッ
プ）」というワークショップも同時に開催された。
本ワークショップにおいても同様にFAANGプロ

ジェクトに準拠した具体的な国際共同研究の方針
が議論された。

○馬の親子判定ワークショップ（Equine Genetics 
and Thoroughbred Parentage Testing）
　本ワークショップは、馬の親子判定における国
際標準化、検査水準の向上および国際比較試験の
推進を目的として開催される。正式名は「馬の遺伝
学およびサラブレッドの親子判定ワークショッ
プ」であるが、サラブレッドに限らない馬全般にお
ける有効な親子判定検査について議論される。ま
た、本ワークショップでは馬国際比較試験におけ
る各国の検査機関（ラボ）の成績が精査され、この
プロセスを経て各ラボの検査能力が決定される。
本ワークショップは常任委員会が運営しており、
議長は、委員長であるDr. Cecilia Penedo（UCDavis 
VGL）が務め、筆者は委員として活動している（写
真5）。

　今回は、「馬国際比較試験について」「国際血統書
委員会（ISBC）の指示とラボ検査能力の関係～プロ
セスの改善について」「SNP（一塩基多型）分析によ
る馬の親子判定（招待演題）」「ロバ国際比較試験に
ついて」の4点をテーマとして議事が進行した。
　「馬国際比較試験」は、大会開催年度に合わせて
実施される試験であり、ISAGが定める規程に則っ
て実施される。ワークショップにおいて「Duty 
Lab」に選任されたラボ（今回はUCDavis VGL）が、
サラブレッドおよびその他の品種の馬を含む計

20頭から血液を採取し、それらから精製したDNA
を試験サンプルとして試験参加ラボに送付する。
その後、各ラボは、馬の親子判定において必須と定
められた12の標準検査項目（マイクロサテライト
マーカー）について分析し、結果を「Result Lab」
（学会運営局が担当）に返送する。その集計結果の
精査を本ワークショップで行い、結果の正解率に
基づき各ラボの検査能力ランクが決定される。今
回の馬国際比較試験では、95ラボの参加があり、
正解率100-98％（ランク1）のラボが全体の76％、
97.9～95％（ランク2）のラボが9％、それ以下が
14％という結果が提示された。そして、試験結果
の整合性および不正解となる原因の改善について
議論が行われた。特に、ランク2以下となったラボ
の割合は、前回試験とほとんど変化がなく、依然と
して全体の検査能力の底上げが急務といえる。今
回の議論ではPCR条件など詳細な情報にも踏み込
んでおり、次回試験以降の改善に活かされること
が期待される。なお、本ワークショップでランク付
けが開始された2010年以来、競理研は100％の正
解率でランク1を取得している。
　現在、馬の親子判定検査は、世界各国でサラブ
レッド以外の品種にも実施されている。ただし、サ
ラブレッドの親子判定に限っては、サラブレッド
の血統登録機関を統括するISBCの指示により、「馬
国際比較試験においてランク2以下となったラボ
は親子判定を実施することができない。」という厳
格な制約が存在する。そのため、馬国際比較試験に
おいてランク1を取得できず、実際に自国のサラ
ブレッドの検査を断念せざるを得ないラボも生じ
ている。このことは、そのラボだけでなくその国の
サラブレッドの血統登録事業の円滑な遂行にも大
きな支障を来すこととなる。本ワークショップで
は、「ISBCの指示とラボ検査能力の関係～プロセス
の改善について」という議事において、検査側の立
場からこの問題を改善すべき点はないか議論が行
われた。結果的に、問題改善の第一段階として、ラ
ンク2以下となったラボに対する追加試験の実
施、調査委員会の設置、検査資格のあるラボによる
スタッフトレーニングなどをISBCに対して提案
し、制約への配慮を求めていくこととなった。しか
し、この問題についてはISBCの意向が大きく反映

するため、今後もその動向を注視していく必要が
ある。 
　「SNP分析による馬の親子判定」の議事では、会
期中のポスター発表の中からワークショップ常任
委員会により選抜された演題「馬のDNAタイピン
グのための100SNPセットの開発と評価」が発表
された。昨今、家畜動物の研究分野では、多数の
SNPを用いたゲノム育種価による育種選抜評価が
注目されている。ゲノム育種価を求めるためには、
SNPチップ技術などを用いて何千～何百万のSNP
の型情報を個体ごとに取得する必要があるが、そ
の一部（100SNP程度）を流用すれば親子判定検査
も可能となる。例えば、ウシではこの分野の研究が
非常に進んでおり、すでにISAGによるウシ親子判
定検査用の推奨SNPが決定され、SNPによる国際
比較試験も実施されている。このような中、本ワー
クショップにおいてもSNPによる馬の親子判定検
査に関して長い間議論が交わされてきた。サラブ
レッドの血統登録だけを考えれば現行の親子判定
検査で十分であろう。しかし、世界中にはすでにゲ
ノム情報による育種改良が試みられている品種も
存在する。馬全般の親子判定という意味では、SNP
による親子判定検査が無用とは言い切れない。今
回の発表はこうした議論の一助となる報告であ
り、32品種729頭の馬を対象に効果的な（多様性の
ある）SNPを探索し、100SNPの親子判定用セット
を構築したという内容であった。発表後は、検査法
として現行のものよりも優れる点（自動化、突然変
異率の低さ、個体識別能力の向上など）、劣る点（初
期投資、判定エラー率、現時点でのコスト、分析時
間など）が議論され、最終的には、現時点でのSNP
による馬の親子判定検査の導入は見送りという結
論となった。しかし、SNP検査については他にもポ
スター発表があったほか、議論の中では強力に推
進を求める研究者もあり、徐々にではあるが具体
化に向かっていると考えて良い。今後も親子判定
に適したSNP検出技術については情報収集を継続
していく必要がある。
　続いて「ロバ国際比較試験」について議事が進め
られた。本試験は、ドイツのユーロフィンゲノミク
ス社の提案により今回から採用された試験であ
り、10ラボが参加し、今回は競理研も参加してい

る。本試験の目的は、ロバの親子判定検査に有効な
マイクロサテライトマーカーを定めることであ
り、参加ラボの集計結果を基に、13のマイクロサ
テライトマーカーが標準検査項目として決定され
た。なお、本試験には結果評価・ランク付けはなく、
事業の制約とは関係しない。
　最後に、次回の馬国際比較試験についての確認
が行われ、Duty Labはプレトリア大学（南アフリ
カ）が選任された。次回の試験サンプルは本年の
11月頃に到着、試験結果の送付は2月末の予定と
なっている。
　
２．UCDavis VGL訪問
　学会終了後、ソルトレイクシティからカリフォ
ルニア州サクラメントへ空路で移動し、同州デー
ビスにあるUCDavis VGLを訪問した。当ラボはサ
クラメント中心街から車で国道80号線を20kmほ
ど西に移動した所にあり、広大な敷地を持つ大学
の南キャンパスに位置している。動物の遺伝学研
究において高い実績を誇り、馬の親子判定検査に
おいても第一線で活躍しているラボである。戸崎
職員は、10年以上前に、JRA委託研究の一環で同ラ
ボに2ヶ月ほど滞在した経験があり、本人にとっ
ては懐かしい訪問となった。
　ラボの所長は、現在のISAG馬親子判定ワーク
ショップの常任委員会の委員長であるDr. Cecilia 
Penedoであり、今回の訪問を快く迎えてくれた。
サクラメントに到着した我々を車で迎えに来てく
れて、オールドサクラメント街を巡りながら、ゴー
ルドラッシュに沸いた西部開拓時代のこの地の歴
史を話してくれた。国道80号線を走ると辺りは
すっかり田舎風景に変わる。30分ほど移動してラ
ボに到着する。
　ラボは、トレーラーハウスが立ち並ぶ施設であ
る。豪奢とは言い難いが、見学を進めるうちにとて
も機能的に使用していることが伺えた。Penedo所
長によれば、ラボの建替え資金は大学の別棟整備
のために寄付したとのことであったが、一方で今
でも伝統あるトレーラーハウスに誇りを持ってい
るようであった（写真6-7）。
　ラボでは、馬に限らず、ウシ、イヌ、ネコなど様々
な動物種のDNA型検査を手掛けており、その検査

総数は年間12万件とのことである。馬についても
サラブレッドだけでなく、アメリカンクォーター
ホースなどの別品種も検査されている。
　実際の親子判定検査について見学させていただ
いた（写真8）。検査の検体は、競理研と同様に毛根
検体であり、封筒により依頼者より送付される。大

きな違いは、馬だけでなく別動物種の毛根サンプ
ルも同時に受け付け、その後の検査に移行するこ
とである。そして、検査工程（マイクロサテライト
マーカーの検査）においても、同一プレートに様々
な動物、品種のDNAサンプルを分注し、PCRを行っ
ていた。検査対象動物が異なれば、検査項目が変わ
るにもかかわらず同一プレートで処理を行ってい
る。こうした方法が実現できる理由は、PCR条件
（温度プログラム）を2つしか設定していないとい
うことにある。通常、異なる検査をする場合は、そ
れぞれのPCR条件に合わせて別々に実施するもの
であるが、ラボでは2つのPCR条件に合うようPCR
反応用のプライマー配列や反応に使う試薬濃度、
酵素を変えることで対応していた。そのため、同じ
プレートでも異なる動物種の検査が可能となって
いる。しかし、たった2つのPCR条件に合わせるた
めに数多のプライマー配列や試薬濃度条件を設定
することは非常に厄介な作業であり、その努力に
は脱帽するばかりである。
　このような方法は、非常に多くの数と種類の検
体を検査するうえで非常に有効であると感じた。
ただし、試薬やサンプルの分注は人手が必要で、人
為ミス防止のためランダムな重複検査も実施され
ていた。競理研では、自動分注機の使用により省力
化を行うとともに人為ミスを回避しており、そう
した点も違いが見られる。
　DNA型分析には一般的なDNAシーケンサー（96
サンプル用）が使用されていたが、その後のDNA型
判定に関しては、ラボが独自に開発したSTRandと
いう型判定用ソフトウェアを使用していた。この
STRandは同様に独自開発した検査システム（受
付、保存管理、個体識別、親子判定の管理システム）
とも直結しており、瞬時に見たいデータを閲覧で
きる。検査システムにおいても、過去の検査履歴・
DNA型データがすべて閲覧できるほか、未検査の
検査項目についても産駒のデータなどから自動的
にDNA型を推測し、親子判定を行うなどの多機能
性を伺うことができた。また、ラボでは、前述した
馬国際比較試験の成績ランク2以下の某ラボの検
査も請け負っているとのことであった。そのため、
その国のサラブレッドのDNA型データ（過去の
データベースも含む）もこの検査システムに取り

込んで処理されており、そのような応用が利く点
も優れていると感じた。こうした周辺システムは、
各国のラボがそれぞれの環境に合わせて構築する
ものであるが、自国のシステムには備わっていな
い機能などは非常に参考となり、合理的な検査へ
の新しい工夫にも繋がる。なお、型判定用ソフト
ウェアSTRandは、UCDavis VGLのホームページを
通じて所定の登録を行えばダウンロード可能なた
め、誰でも利用することができる。
　馬の親子判定の検査項目に関しては、ラボでは
12の標準検査マーカーを含む19マーカーが対象
となっていた。競理研では18マーカーによる親子
判定検査が実施されており、検査能力としてはほ
とんど同様である。ただし、ラボの検査項目の中に
は、性染色体に関連するマーカーが3つ含まれて
いるのが特徴的である。これは親子判定を行うと
同時に性染色体異常を推定する目的に使用されて
いる。検査で異常が疑われた場合は、依頼者の求め
に応じて追加のマイクロサテライトマーカー検査
（無料）や核型診断（有料）も実施するとのことで
あった。検査で見つかる性染色体異常は約0.1％と
いうことであり、我々の研究データと一致する。ま
た、毛色などの診断マーカーについても検査シス
テムが構築されており、依頼に応じて検査が実施
されていた。
　その他、SNP検査・研究用機器としてMALDI-TOF
質量分析計（MassArray）が利用されており、本機
によるウシのSNPによる親子判定検査について伺
うことができた。現状は、マイクロサテライトマー
カーによる検査が中心であるが、依頼者の求めに
応じ、数は多くないもののSNP検査を実施してい
るとのことであった。本機は、競理研がパイロット
研究としてSNP分析法を調査した際に使用した機
器と同じであり、検査項目を自由に設定できるな
どの利点がある。また、コピー数多型に関する検査
法（毛色検査など）にデジタルPCR装置を利用して

いる点も非常に興味深い。本機は、低コピー数の
ターゲットDNAの定量が可能なため、コピー数多
型や遺伝子発現定量のみならず、今後注目すべき
遺伝子ドーピングの分析機器としても利用可能で
ある。
　施設見学を終えた後、Penedo所長に大学キャン
パス内とデービスの街を案内してもらいながら帰
路についた。車中では、以前この地を訪れた戸崎職
員の思い出話に花が咲いた。大学の醸造学部の建
物を通過したが、その時まで、デービス校がカリ
フォルニアワインの名声獲得に大いに活躍してい
ることなど恥ずかしながら全く知らなかった。街
では、車道をワイルドターキーが闊歩していた。の
どかな雰囲気が漂っていたが、これも夏休みシー
ズンだったからだろう。オールドサクラメントに
あるホテルまで、Penedo所長ととても楽しい時間
を過ごすことができた。その日の夜には、もちろん
カリフォルニアワインを頂いた。

おわりに
　ISAG大会に参加し、馬の遺伝育種研究における
最新の話題に触れ、有益な情報交換ができた。競理
研は、引き続き国際的な交流や共同研究により馬
の遺伝育種研究に貢献するとともに、最先端の技
術を吸収し、日本の競馬サークルのニーズに応え
るための研究業務の遂行に努めていく。また、検査
業務においてもトップレベルの水準を維持すると
ともに、国際協力体制を通じながら、親子判定検査
全般の国際的なレベル向上にも貢献していきたい
と考える。
　今回のUCDavis VGLの施設訪問は半日と短い時
間ではあったが、馬の親子判定検査の第一人者で
あるラボの実態を知り、非常に貴重な経験と知識
を得ることができた。ここで得た情報を今後の検
査・研究業務の発展にぜひ活用し、実りあるものに
していきたい。
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時事解説
　今号のEquine Disease Quarterlyで、Emma 
Adam博士は、ウマの疾病を研究するために利用で
きる新たなゲノミクスの手法について論じてい
る。この記事を彼女が書くということは、とりわけ
注目すべきことだ。なぜなら、Emmaは獣医外科医
としてのトレーニングを受け、その後大学に戻り、
ウマの関節疾患について研究し、博士号を取得し
ているからである。彼女は、これまでの技術で解決
されていない問題に取り組むためにゲノミクスの
手法が効果的な方法であるということを発見し
た。彼女の記事は、ウマのゲノミクスの“基礎”を示
す。ちなみに1990年には、ウマでは、わずか50～
100個の遺伝子が解析され、そのうちのたった7遺
伝子の染色体上の位置が特定されていただけで
あった。2009年まで話を進めると、ウマの全ゲノ
ム塩基配列が解析された。その時点ですぐにでき
た塩基配列データの利用は、既知のウマ疾病の原
因となるDNA変異の同定であった。しかしながら、
それは始まりに過ぎなかった。遺伝子がどのよう
に機能しているのかということを見つけ出そうと
する流れがあった。
　我々がウマに対して何かを行えば、ウマの様々
な遺伝子がオンになったりオフになったりする。
もし遺伝子に欠陥があれば、疾病の発症という結
果となるかもしれない。また遺伝子は、パフォーマ
ンスにとっても重要である。遺伝子のなかには、歩
法、パフォーマンス能を存分に発揮できる最適な
レース距離、性格などに影響する変異を伴うもの
がある。遺伝子の多くは、ウマがある給餌プログラ
ム、トレーニングのレジメやワクチン接種に対し
てより強く反応する、あるいは反応が弱いといっ
たように、ウマの管理実務に影響を及ぼしている。
生産者や調教師は、ウマの管理が最善になるよう
努めている。以上のようなことからも、ゲノミクス

の情報が獣医療と厩舎の両者にとって有益である
ということは明らかであろう。
　またEmmaは、遺伝子、遺伝子の発現、そして遺
伝子がウマにどのように影響するのかを研究する
ためのツールを開発してきた科学者の一人でもあ
る。ゲノミクス以前は、基本的には、ウマに給餌や
トレーニングあるいは治療を行い、その後どのよ
うな臨床効果あるいは表現型に対する効果が現れ
たのかを観察した。Emmaの研究は、新たな別のア
プローチを切り開いた。彼女の研究は、胎子期のい
くつかのステージを含む異なるライフステージに
おける関節や他の膠原線維組織での遺伝子発現を
比較し、どの遺伝子がその組織の正常な発育に影
響したのかを評価したものであった。組織の発達
や修復に寄与する遺伝子を理解することは、獣医
療の発達につながるはずであり、ウマや騎乗者の
健康や福祉に有益である。
　ウマの研究におけるゲノミクス利用を切り開い
たのはEmmaだけではない。獣医療に関する文献
をざっと調べただけで、繁殖、跛行、呼吸器疾患、感
染症、免疫学やさらに他の分野の研究にゲノミク
スを利用している科学者を見つけることができ
る。我々が車を運転するのにメカニックになる必
要がないのと同様に、ウマを楽しむのに分子遺伝
学者になる必要はない。しかし、我々はこれらの新
たなアプローチの発展を知り、理解し、そして促す
必要がある。後続記事に注目を！

連絡先：
Ernie Bailey, PhD 
ebailey@uky.edu
 (859) 218-1105 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2016年第2四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　4月初旬に南アフリカ共和国ウエスタン・ケー
プ州の疫学監視地域でアフリカ馬疫が1例報告さ
れた。それ以降、血清型1型ウイルス感染が他の7
施設において合計20例確認された。
　イギリスならびに米国で馬インフルエンザの発
生が報告された。イギリスでは、少数例を含む1件
の発生が報告された。米国において、本病は風土病
であり、6州で確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、日本、韓国、ス
イス、イギリスならびに米国で、馬ヘルペスウイル
ス1型ならびに4型(EHV-1, -4)に関連する疾患の
発生が報告された。フランス（7件で全て単独症
例）、ドイツ（8施設で9例）、アイルランド（4例）な
らびに米国（様々な州で発生報告有り）で、呼吸器
疾患が診断された。フランス（2件）、ドイツ（5例）、
日本（3施設でそれぞれ1例）、韓国（1例）、スイス
（生後直死2例、うち1例はActinobacillus equuliと
の混合感染）、イギリス（3件）ならびに米国（3例）
で、EHV-1による流産が確認された。フランス（2
件）と米国（4件）で、EHV-1による神経疾患の発生
が報告された。これらの発生には神経病原性ウイ
ルス株あるいは非神経病原性ウイルス株が関与し
ていた。フランス（14件）、ドイツ（6施設で9例）、ス
イス（EHV-1とEHV-4の混合感染を含む1件）で、
EHV-4による呼吸器疾患の発生が報告された。
　フランス（8件）、ドイツ（8施設で10例）、スイス
（3施設）ならびに米国において腺疫の発生が報告
された。本病は、米国において風土病であり、17州
の57施設で発生し、10州では複数の発生が確認さ
れた。
　米国では、温血種の種牡馬2頭が馬動脈炎ウイ
ルスのキャリアーとして確認された。
　米国では、ごく少数のEHV-2や/あるいはEHV-5
感染もまた確認された。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州の
1施設1例とサスカチュワン州の4施設14例の合計

15例が確認された。サスカチュワン州の2施設に
は疫学的な関連があった。米国コロラド州におい
ては、非競走馬1例が診断された。
　フランス（風土病）、スペイン（風土病）および米
国では、馬ピロプラズマ症の発生が報告された。米
国では症例数が増加しており、全てがTheileria 
equi陽性のクォーターホースの競走馬であり、そ
の大多数はテキサス州におけるもので、なかには
草競馬に使用するウマも含まれていた。
　ドイツ（1例）、米国（Salmonella spp.B群7件と
Salmonella spp.C群1件）において、サルモネラ症の
発生が報告された。フランスにおいて、ロタウイル
ス感染症の流行が確認された（13件）。そのうち1
件は、ロタウイルスとコロナウイルスの混合感染
であった。米国では、クロストリジウム腸炎の流行
が報告された。2件はC. difficileが、他の7件はC. 
perfringensが関与していた。スイスとシンガポー
ルで、コクシジウム症ならびMycobacterium avium 
感染の単発症例がそれぞれ確認された。馬伝染性
子宮炎の発生がドイツで報告された。12施設にお
いて20例が確認され、その多くは種牡馬であっ
た。アイスランド種、温血種ならびに冷血種が含ま
れていた。米国では、5例が馬媾疹(EHV-3)、1例が
ノカルジア性胎盤炎(Amycolatopsis spp.)と診断さ
れた。
　米国では、合計18例の東部馬脳炎が発生し、そ
の多くはフロリダ州（11例）とサウスカロライナ
州（5例）で確認された。
　第2四半期にウエストナイル脳炎が再び発生
し、カリフォルニア州とフロリダ州で単発症例が
確認された。
　米国では、アリゾナ州でウマの狂犬病が1例報
告された。
　スイスでは、別々の施設で2例のエールリヒア
症が報告された。
 
パンドラの箱－ウマのゲノミクス
　何千年にもわたりウマの遺伝学は人類にとって
大きな関心事であった。人類は、特にその用語を使
用してこなかったが、ウマの親子関係、出生および
死亡の記録は慣行であった。それは、英国において
ヒトの出生や死亡記録の義務付けの1世紀以上も

前から行われている。「ゲノミクス」という用語は、
遺伝子のあらゆる側面をカバーしており、それは
遺伝学のみではなく、遺伝子の構造や機能なども
含む。
　ゲノムとは、各細胞の中で、分割され折り畳まれ
て染色体に内包されているDNAの全体を指す。
　DNA分子は、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン
(A)ならびにチミン(T)の4種のヌクレオチド塩基
の連なりから成る。ウマゲノムはおよそ27億の塩基
対から成り、ヒトゲノムの大きさと同程度である。
　実際のところ、タンパク質をコードしているの
はゲノムの3%未満である。残りの97%は、以前は
「ジャンクDNA」と呼ばれていたが、今日では、それ
が調節因子としてゲノム全域の発現調節をしてい
ることが知られている。個体によってヌクレオチ
ド配列がそれぞれ異なっている。ウマには芦毛や
鹿毛といった異なる毛色があるが、あくまでも同
じウマである、ということは明白である。しかしな
がら、全ての配列の相違が明らかなわけではなく、
配列の相違は、配列の全領域の相違なのか、あるい
はただの単一ヌクレオチドの相違だけなのかもし
れない。一塩基多型（SNP、通常snipと発音される）
は、配列中で個体によって異なる単一ヌクレオチ
ドであり、ウマの集団の中で低頻度に認められる。
　ウマゲノム全体でおよそ1,000万のSNPが発見
されている。SNPが必ずしも生命体に影響を与え
る変異ではないということを覚えておくことが大
切である。実際のところ、SNPはゲノムのタンパク
質遺伝子に認められることが少ない。その理由と
して、進化によってこれらの領域が機能を厳選し
てきたからである。動物にとって有益でないDNA配
列の変異は遺伝子集団中で残される機会は少ない。
　科学では通常、ゲノムの大まかなロードマップ
としていくつかの選択したSNPを利用する。例え
るならば、道しるべがSNPである地図のようであ
る。もし、私があなたに道順を教えるとすると、「パ
ブで右折して、それから教会を過ぎた後に二つ目
の交差点を左折して下さい」といった具合になる
でしょう。パブと教会は目的地とは関係がなく、単
に案内するためのランドマークでしかなく、それ
はSNPと同じなのである。同じ染色体上で互いに
近接しているSNPは、一緒に遺伝する可能性が高

い。市販のSNPアレイ（SNPチップ）（訳注：多数の
領域のSNPを含む配列を一枚に載せた小型チップ
で、複数のSNPを一度に検出できる）を用いた分子
生物学的技術により、SNP頻度を用いてウマに
よって異なるゲノム領域に迅速に焦点を合わせる
ことができる。
　SNP分析は、興味のある遺伝形質、例えば疾病に
関連している、あるいは自分が対象としている形
質、を含むゲノム領域を絞り込むために非常に有
用な方法である。この方法を用いた研究は、全ゲノ
ム関連分析あるいはGWAS（gee-waahsと発音され
る）と呼ばれている。
　SNP-GWASアプローチは、子馬のラベンダー症
候群、多糖類貯蔵筋症、反回神経麻痺、フェル種ポ
ニーやデール種ポニーの子馬に見られる免疫不全
症候群、離断性骨軟骨症(OCD)、アラブ種やドイツ
温血種に見られる喉嚢鼓張症、ドイツ温血種に見
られる月盲症、フリージアン種に見られる昆虫刺
咬過敏症や水頭症などの疾病について、ゲノムの
関連領域を突きとめるのに役立ってきた。
　我々は、ウマゲノムが抱える豊富な情報を明ら
かにすることの緒についたばかりである。財政的
支援や研究に対する絶え間ない努力により、我々
の想像を絶するさらに驚くような結果が得られる
であろう。この分野に注目を！

連絡先：
Emma N. Adam, BVetMed, MRCVS, DACVIM-LA, 
DACVS-LA, PhD 
emma.adam@uky.edu
(859) 218-1175 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
ウマを飼養する牧場におけるヒアリの調査
　アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア
州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ
シッピー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ
州、オクラホマ州、プエルトリコ、サウスカロライ
ナ州、テネシー州、テキサス州ならびにバージニア
州の一部あるいは全域でヒアリ（red imported fire 

ant）（訳注： Solenopsis invicta、本来は南米に分布。
fire antは狭義には同属の近縁種アカカミアリ
Solenopsis geminateをいう）は発生する。また、ケ
ンタッキー州、メリーランド州およびミズーリ州
でも時々認められてきた(図1)。ヒアリは、広く開
けた陽のあたる土地や牧草地において巣を作る習
性がある。土壌の湿度や冬期の気温が、この侵入性
昆虫の蔓延を制限する主な環境要因となる。この
昆虫の適応能力と共に気候の変化によって、その生
息領域は継続的に徐々に拡大している傾向にある。

　ヒアリの影響は、その悪名高い針で刺す疼痛の
みにとどまらない。ヒアリが広く生息している州
では、子馬あるいは成馬の健康に対して大きな悪
影響はないと報告されている。この小さな昆虫は、
労働者、動物、野生生物に対して傷害を与えるのに
加えて、牧場の管理、乾草の生産に影響を及ぼし、
設備にダメージを与え、経済的負担を増やしてし
まう。ヒアリの被害が認められる地域でウマを飼
養する牧場のマネージャーは、この害虫と共存す
るために管理方法を調整し、戦略を開発してきた。
ヒアリの生息範囲が北部ならびに西部へ拡大する
ことによって、より多くの牧場マネージャー、厩舎
やプレジャーホースのオーナーは、この重要な害
虫の危機に曝されてしまう。拡大領域の最前線に
沿って生活している者は、ヒアリの基礎について
熟知すべきであり、また通常とは異なると思われ
るアリの活動に注意を払うべきである。
　よく知られている蟻塚はアリの特徴であるが、
ヒアリについては大きな相違点が一つある。ヒア

リの蟻塚に見られる典型的な特徴は、緩い細粒土
壌の積み重ねであり、その中心部に開口部がない
ことである。代わりに、ヒアリは蟻塚から放射状に
延びる地下トンネルを通って巣から出入りする。
蟻塚の高さは、草が刈り取られた地域では数イン
チであり、手付かずの地域においては18インチも
の高さのものまである。激しい雨によって崩壊し
たヒアリの蟻塚は、数日後に緩く、もこもことした
土壌の積み重ねとして修復される。
　ヒアリの見た目は一般的なアリに類似してい
る。彼らは小さく、その体長は、1/8インチから1/4
インチまで様々である。頭部、胸部ならびに足は赤
色から茶色で、腹部は黒色である。ヒアリと判別す
るためには、およそ12、3匹のアリを採取する必要
があり、それらをアルコールに浸け、居住する地域
にある農業相談員事務所に持って行く必要があ
る。これは慎重になされなければならない。蟻塚を
壊すことによって、たいていアリを刺激してしま
い、非常に多くのアリが這い出し、いかなる垂直な
表面であっても侵入者を刺すために這い上がって
くる。巣が壊れた場合、他の種類のアリは、女王ア
リを守り、卵を安全な場所へ移動する作業のため
に、あちこち動き回る。
　採取する際は、刺されないように注意する。アリ
は粉がまぶされた表面を這い上がることが出来な
いので、皿洗い用グローブにベビーパウダーを振
りかけて、それを着用すればよい。アリを採取して
いる間は、可能な限り蟻塚から離れて、アリが靴に
這い上がってないかを注意して見るべきである。
　ヒアリと判別した場合、春や晩秋に注意深く検
査して、アリの出入りがある蟻塚の数や位置を調
べるべきである。ヒアリ駆除用と表記された殺虫
剤をエサや蟻塚に注意深く降注ぐことで、ヒアリ
を駆除する。「ヒアリの管理方法」で入手できる優
れた情報をうまく活用して欲しい。
　より詳細な情報は、WEBサイトIdentifying Fire 
Ants
http://articles.extension.org/pages/11278/identi
fying-fire-antsを参照して欲しい。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD 

Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
無症候性キャリアーの種牡馬:性感染症の伝播に
おける重要な役割
　ウイルス、細菌および原虫などの性行為によっ
て伝播する様々な病原体は、種牡馬、牝馬あるいは
その両方において、持続感染あるいは保菌状態と
なることが長きに亘り知られてきた。これらの病
原体のいくつか(例：Pseudomonas aeruginosa、莢
膜型のKlebsiella pneumoniae や Streptococcus 
zooepidemicus)は、飼養されているウマのほとんど
に常在している。馬ヘルペスウイルス3型、
Taylorella equigenitalis あるいはT. asinigenitalisな
ど他の病原体は、問題になることはそれほど多く
ない。重要な病原体としては、媾疫の病原体である
Trypanosoma equiperdum もある。本病は、今日そ
の発生が報告されることは稀であるが、世界の地
域や国によっては発生が認められる。
　上記の病原体の中には種牡馬と牝馬の両方に持
続感染するものがあるが、それぞれの感染で疫学
上より重要な役割を果たすのはキャリアーの種牡
馬である。キャリアーの種牡馬は、病原体を交配さ
れた牝馬に広める可能性を持つだけでなく、より
いっそう長期にわたる問題として、ある繁殖期か
ら次の繁殖期にまで感染症の伝播に関与する。
　こうした病原体の中には、馬動脈炎ウイルスや
T.equigenitalis などのように、自然交配あるいは人
工授精によって伝播されるものがあるが、キャリ
アー種牡馬の新鮮冷蔵精液あるいは凍結保存精液
を用いた人工授精の方が、より広範な伝播の危険
性が、より大きい。このことは2006年に米国にお
いて馬ウイルス性動脈炎が流行した過程によって
実証された。この事例では、種付け需要の高い有名
な1頭のクォーターホースの種牡馬から採取した
新鮮冷蔵精液が、ウイルスを米国18州とカナダ2
州の繁殖馬に、わずか2～3週以内という短期間に
広めた原因であった。この結果、馬ウイルス性動脈
炎の流行、本ウイルスの感染既往がない牝馬にお

ける流産、各地で様々な頭数の暴露種牡馬のキャ
リアー化が認められた。
　馬動脈炎ウイルス、馬ヘルペスウイルス3型あ
るいはT. equigenitalis が持続感染している種牡馬
は、無症候性あるいは不顕性キャリアーであるこ
とを強調しておく。T. equiperdum 感染を除いて、
種牡馬がある特定の性感染症の病原体のキャリ
アーかどうかを知るためには、それぞれの病原体
に対する適切な検査手技を用いる以外に方法はな
い。しかしながら、どの性感染症の検査であって
も、その感染症に対する検査能力や実績のある信
頼性の高い獣医検査機関によって行われるという
ことが非常に重要である。特に馬ウイルス性動脈
炎や馬伝染性子宮炎の予防や制御プログラムを成
功させるためには検査機関における検査の信頼性
は非常に重要である。
　馬動脈炎ウイルスあるいはT. equigenitalis の無
症候性キャリアーである種牡馬を取り扱う際のさ
らなる交絡因子は、それらの種牡馬と交配した、感
染既往のない牝馬の多くが、感染兆候をたとえ認
めたとしても極めて軽度でしかないという事実で
ある。そのため、ブリーダーや牝馬のオーナーは、
感染の伝播が起こっていることや問題の種牡馬が
これら2種の性感染症の病原体のキャリアーであ
るということに気付かない。このため、馬ウイルス
性動脈炎の例では、感染既往のない妊娠牝馬と急
性感染した牝馬を一緒に放牧するといった重大な
結果を招いた。米国で2008年～2010年に発生し
たCEMの流行は、T. equigenitalis のキャリアー種
牡馬が、いかに検出されずに輸入検疫をすり抜け、
2008年の最初の症例が最終的には非常に大きな
経済的損失の原因となった、格好の事例である。
　過去や最近の苦い経験は、種牡馬がキャリアー
状態であるかどうかを調べるために、品種にかか
わらずスクリーニングを行うことの重要性を強調
する。このことは、特に馬動脈炎ウイルスに当ては
まる。加えて、種牡馬集団の安全を保証する責任
は、最終的に馬産業にある。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu

(859) 218-1094 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
消毒における洗浄の重要性
　馬房の洗浄と消毒は、バイオセキュリティーに
とって非常に重要であり、疾病の流行をコント
ロールするうえで特に重要である。しかしながら、
誤った情報が多く存在する。
平均1,000ポンドのウマは、1日あたり50ポンドの
糞尿を排泄する。一般的な馬房の壁には、それらに
加えて、病原体を含む可能性のある他の体液（鼻
汁、膿瘍内容物、血液など）や有機物が多く存在す
る。消毒（病原体を殺すための化学薬品による処
理）する必要のあるすべての表面は、まず埃や有機
物を洗浄する必要がある。
　馬房の洗浄は、洗浄剤を用いて手作業で行われ
る。病原体をエアロゾル化してしまうのを避ける
ために、高圧洗浄機を用いるべきではない。宣伝文
句にあるような、汚れた馬房にスプレーで吹き付
けることが出来て、効果的に病原体を殺すことが
できるいわゆる「1ステップ」製品などない。可能
な限り多くの有機物を除去しやすくし取り除くた
めに、表面は合成洗剤あるいは洗浄剤を用いて擦
る必要がある。
　合成洗剤は、有機物を乳化する（浮き上がらせ
る）洗浄剤で、「せっけんかす」を出さない。まず合
成洗剤を用いて馬房の表面を擦り、次いで、埃や有
機物を物理的に取り除くために洗い流す。消毒薬
の噴霧は、必ず表面の洗浄後に行うべきである。
　これまでの研究で、最初に徹底的に洗浄するこ
とで表面から90％以上の細菌が取り除かれるこ
とが示されている。馬ヘルペスウイルス、馬インフ
ルエンザウイルス、馬動脈炎ウイルスは脂質を含
むエンベロープで覆われており、合成洗剤で馬房
表面を洗浄することは、このエンベロープを破壊
しウイルスを不活化するのに役立つ。
　ブリーチは、「硬く、小孔のない、既に洗浄されて
いる表面」に対しては、効果的な消毒薬であるが、
牧場の馬房がそのような材料でできていることは
ほとんどない。ブリーチはまた有機物によって急

速に不活化される。
　消毒薬のラベルには、「ラベル記載と異なる方法
でこの製品を使用することは連邦法違反です。」と
記載されている。使用者はラベルに記載された指
示内容を理解して、それに従うべきであり、また具
体的な質問があれば製造会社に問い合わせるべき
である。「1/2オンスの消毒薬を1ガロンの水で希
釈すること」とラベルに記載されている場合、その
希釈倍率で使用しなければならない。表面の汚れ
がひどい場合には濃度を濃くすれば良いという考
えは、時間と金の無駄でありヒトや動物に健康被
害をもたらし得る。
　異なる消毒薬を混ぜてはならない。例えば、ブ
リーチとアンモニアあるいは強い酸化剤を混ぜた
場合、有毒ガスや危険な化合物を発生させる可能
性がある。米国では、全ての認可済み消毒薬に安全
データシート（以前は、化学物質等安全データシー
トと呼ばれていた）があり、製造会社から入手可能
で、有益な情報が記載されている。
　多くの消毒薬のラベルには、長い病原体リスト
の上に「以下の微生物に対して有効性が証明され
ている。」と記載されている。しかしながら、このリ
ストが作成された方法は、細かい文字で但し書き
として記載されている。消毒薬の多くは、「有機物」
負荷として5％血清存在下で検査されている。糞
便で汚れている馬房の壁は、5％血清以上の有機
物負荷がある。このことが、いかなる消毒薬の有効性
にとっても、洗浄が重要であるという理由である。
　優れた感染症のコントロール法や消毒薬の情報
は、www.cfsph.iastate.eduやwww.aaep.orgにおい
て入手できる。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　今号のEquine Disease Quarterlyで、Emma 
Adam博士は、ウマの疾病を研究するために利用で
きる新たなゲノミクスの手法について論じてい
る。この記事を彼女が書くということは、とりわけ
注目すべきことだ。なぜなら、Emmaは獣医外科医
としてのトレーニングを受け、その後大学に戻り、
ウマの関節疾患について研究し、博士号を取得し
ているからである。彼女は、これまでの技術で解決
されていない問題に取り組むためにゲノミクスの
手法が効果的な方法であるということを発見し
た。彼女の記事は、ウマのゲノミクスの“基礎”を示
す。ちなみに1990年には、ウマでは、わずか50～
100個の遺伝子が解析され、そのうちのたった7遺
伝子の染色体上の位置が特定されていただけで
あった。2009年まで話を進めると、ウマの全ゲノ
ム塩基配列が解析された。その時点ですぐにでき
た塩基配列データの利用は、既知のウマ疾病の原
因となるDNA変異の同定であった。しかしながら、
それは始まりに過ぎなかった。遺伝子がどのよう
に機能しているのかということを見つけ出そうと
する流れがあった。
　我々がウマに対して何かを行えば、ウマの様々
な遺伝子がオンになったりオフになったりする。
もし遺伝子に欠陥があれば、疾病の発症という結
果となるかもしれない。また遺伝子は、パフォーマ
ンスにとっても重要である。遺伝子のなかには、歩
法、パフォーマンス能を存分に発揮できる最適な
レース距離、性格などに影響する変異を伴うもの
がある。遺伝子の多くは、ウマがある給餌プログラ
ム、トレーニングのレジメやワクチン接種に対し
てより強く反応する、あるいは反応が弱いといっ
たように、ウマの管理実務に影響を及ぼしている。
生産者や調教師は、ウマの管理が最善になるよう
努めている。以上のようなことからも、ゲノミクス

の情報が獣医療と厩舎の両者にとって有益である
ということは明らかであろう。
　またEmmaは、遺伝子、遺伝子の発現、そして遺
伝子がウマにどのように影響するのかを研究する
ためのツールを開発してきた科学者の一人でもあ
る。ゲノミクス以前は、基本的には、ウマに給餌や
トレーニングあるいは治療を行い、その後どのよ
うな臨床効果あるいは表現型に対する効果が現れ
たのかを観察した。Emmaの研究は、新たな別のア
プローチを切り開いた。彼女の研究は、胎子期のい
くつかのステージを含む異なるライフステージに
おける関節や他の膠原線維組織での遺伝子発現を
比較し、どの遺伝子がその組織の正常な発育に影
響したのかを評価したものであった。組織の発達
や修復に寄与する遺伝子を理解することは、獣医
療の発達につながるはずであり、ウマや騎乗者の
健康や福祉に有益である。
　ウマの研究におけるゲノミクス利用を切り開い
たのはEmmaだけではない。獣医療に関する文献
をざっと調べただけで、繁殖、跛行、呼吸器疾患、感
染症、免疫学やさらに他の分野の研究にゲノミク
スを利用している科学者を見つけることができ
る。我々が車を運転するのにメカニックになる必
要がないのと同様に、ウマを楽しむのに分子遺伝
学者になる必要はない。しかし、我々はこれらの新
たなアプローチの発展を知り、理解し、そして促す
必要がある。後続記事に注目を！

連絡先：
Ernie Bailey, PhD 
ebailey@uky.edu
 (859) 218-1105 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2016年第2四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　4月初旬に南アフリカ共和国ウエスタン・ケー
プ州の疫学監視地域でアフリカ馬疫が1例報告さ
れた。それ以降、血清型1型ウイルス感染が他の7
施設において合計20例確認された。
　イギリスならびに米国で馬インフルエンザの発
生が報告された。イギリスでは、少数例を含む1件
の発生が報告された。米国において、本病は風土病
であり、6州で確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、日本、韓国、ス
イス、イギリスならびに米国で、馬ヘルペスウイル
ス1型ならびに4型(EHV-1, -4)に関連する疾患の
発生が報告された。フランス（7件で全て単独症
例）、ドイツ（8施設で9例）、アイルランド（4例）な
らびに米国（様々な州で発生報告有り）で、呼吸器
疾患が診断された。フランス（2件）、ドイツ（5例）、
日本（3施設でそれぞれ1例）、韓国（1例）、スイス
（生後直死2例、うち1例はActinobacillus equuliと
の混合感染）、イギリス（3件）ならびに米国（3例）
で、EHV-1による流産が確認された。フランス（2
件）と米国（4件）で、EHV-1による神経疾患の発生
が報告された。これらの発生には神経病原性ウイ
ルス株あるいは非神経病原性ウイルス株が関与し
ていた。フランス（14件）、ドイツ（6施設で9例）、ス
イス（EHV-1とEHV-4の混合感染を含む1件）で、
EHV-4による呼吸器疾患の発生が報告された。
　フランス（8件）、ドイツ（8施設で10例）、スイス
（3施設）ならびに米国において腺疫の発生が報告
された。本病は、米国において風土病であり、17州
の57施設で発生し、10州では複数の発生が確認さ
れた。
　米国では、温血種の種牡馬2頭が馬動脈炎ウイ
ルスのキャリアーとして確認された。
　米国では、ごく少数のEHV-2や/あるいはEHV-5
感染もまた確認された。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州の
1施設1例とサスカチュワン州の4施設14例の合計

15例が確認された。サスカチュワン州の2施設に
は疫学的な関連があった。米国コロラド州におい
ては、非競走馬1例が診断された。
　フランス（風土病）、スペイン（風土病）および米
国では、馬ピロプラズマ症の発生が報告された。米
国では症例数が増加しており、全てがTheileria 
equi陽性のクォーターホースの競走馬であり、そ
の大多数はテキサス州におけるもので、なかには
草競馬に使用するウマも含まれていた。
　ドイツ（1例）、米国（Salmonella spp.B群7件と
Salmonella spp.C群1件）において、サルモネラ症の
発生が報告された。フランスにおいて、ロタウイル
ス感染症の流行が確認された（13件）。そのうち1
件は、ロタウイルスとコロナウイルスの混合感染
であった。米国では、クロストリジウム腸炎の流行
が報告された。2件はC. difficileが、他の7件はC. 
perfringensが関与していた。スイスとシンガポー
ルで、コクシジウム症ならびMycobacterium avium 
感染の単発症例がそれぞれ確認された。馬伝染性
子宮炎の発生がドイツで報告された。12施設にお
いて20例が確認され、その多くは種牡馬であっ
た。アイスランド種、温血種ならびに冷血種が含ま
れていた。米国では、5例が馬媾疹(EHV-3)、1例が
ノカルジア性胎盤炎(Amycolatopsis spp.)と診断さ
れた。
　米国では、合計18例の東部馬脳炎が発生し、そ
の多くはフロリダ州（11例）とサウスカロライナ
州（5例）で確認された。
　第2四半期にウエストナイル脳炎が再び発生
し、カリフォルニア州とフロリダ州で単発症例が
確認された。
　米国では、アリゾナ州でウマの狂犬病が1例報
告された。
　スイスでは、別々の施設で2例のエールリヒア
症が報告された。
 
パンドラの箱－ウマのゲノミクス
　何千年にもわたりウマの遺伝学は人類にとって
大きな関心事であった。人類は、特にその用語を使
用してこなかったが、ウマの親子関係、出生および
死亡の記録は慣行であった。それは、英国において
ヒトの出生や死亡記録の義務付けの1世紀以上も

前から行われている。「ゲノミクス」という用語は、
遺伝子のあらゆる側面をカバーしており、それは
遺伝学のみではなく、遺伝子の構造や機能なども
含む。
　ゲノムとは、各細胞の中で、分割され折り畳まれ
て染色体に内包されているDNAの全体を指す。
　DNA分子は、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン
(A)ならびにチミン(T)の4種のヌクレオチド塩基
の連なりから成る。ウマゲノムはおよそ27億の塩基
対から成り、ヒトゲノムの大きさと同程度である。
　実際のところ、タンパク質をコードしているの
はゲノムの3%未満である。残りの97%は、以前は
「ジャンクDNA」と呼ばれていたが、今日では、それ
が調節因子としてゲノム全域の発現調節をしてい
ることが知られている。個体によってヌクレオチ
ド配列がそれぞれ異なっている。ウマには芦毛や
鹿毛といった異なる毛色があるが、あくまでも同
じウマである、ということは明白である。しかしな
がら、全ての配列の相違が明らかなわけではなく、
配列の相違は、配列の全領域の相違なのか、あるい
はただの単一ヌクレオチドの相違だけなのかもし
れない。一塩基多型（SNP、通常snipと発音される）
は、配列中で個体によって異なる単一ヌクレオチ
ドであり、ウマの集団の中で低頻度に認められる。
　ウマゲノム全体でおよそ1,000万のSNPが発見
されている。SNPが必ずしも生命体に影響を与え
る変異ではないということを覚えておくことが大
切である。実際のところ、SNPはゲノムのタンパク
質遺伝子に認められることが少ない。その理由と
して、進化によってこれらの領域が機能を厳選し
てきたからである。動物にとって有益でないDNA配
列の変異は遺伝子集団中で残される機会は少ない。
　科学では通常、ゲノムの大まかなロードマップ
としていくつかの選択したSNPを利用する。例え
るならば、道しるべがSNPである地図のようであ
る。もし、私があなたに道順を教えるとすると、「パ
ブで右折して、それから教会を過ぎた後に二つ目
の交差点を左折して下さい」といった具合になる
でしょう。パブと教会は目的地とは関係がなく、単
に案内するためのランドマークでしかなく、それ
はSNPと同じなのである。同じ染色体上で互いに
近接しているSNPは、一緒に遺伝する可能性が高

い。市販のSNPアレイ（SNPチップ）（訳注：多数の
領域のSNPを含む配列を一枚に載せた小型チップ
で、複数のSNPを一度に検出できる）を用いた分子
生物学的技術により、SNP頻度を用いてウマに
よって異なるゲノム領域に迅速に焦点を合わせる
ことができる。
　SNP分析は、興味のある遺伝形質、例えば疾病に
関連している、あるいは自分が対象としている形
質、を含むゲノム領域を絞り込むために非常に有
用な方法である。この方法を用いた研究は、全ゲノ
ム関連分析あるいはGWAS（gee-waahsと発音され
る）と呼ばれている。
　SNP-GWASアプローチは、子馬のラベンダー症
候群、多糖類貯蔵筋症、反回神経麻痺、フェル種ポ
ニーやデール種ポニーの子馬に見られる免疫不全
症候群、離断性骨軟骨症(OCD)、アラブ種やドイツ
温血種に見られる喉嚢鼓張症、ドイツ温血種に見
られる月盲症、フリージアン種に見られる昆虫刺
咬過敏症や水頭症などの疾病について、ゲノムの
関連領域を突きとめるのに役立ってきた。
　我々は、ウマゲノムが抱える豊富な情報を明ら
かにすることの緒についたばかりである。財政的
支援や研究に対する絶え間ない努力により、我々
の想像を絶するさらに驚くような結果が得られる
であろう。この分野に注目を！

連絡先：
Emma N. Adam, BVetMed, MRCVS, DACVIM-LA, 
DACVS-LA, PhD 
emma.adam@uky.edu
(859) 218-1175 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
ウマを飼養する牧場におけるヒアリの調査
　アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア
州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ
シッピー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ
州、オクラホマ州、プエルトリコ、サウスカロライ
ナ州、テネシー州、テキサス州ならびにバージニア
州の一部あるいは全域でヒアリ（red imported fire 

ant）（訳注： Solenopsis invicta、本来は南米に分布。
fire antは狭義には同属の近縁種アカカミアリ
Solenopsis geminateをいう）は発生する。また、ケ
ンタッキー州、メリーランド州およびミズーリ州
でも時々認められてきた(図1)。ヒアリは、広く開
けた陽のあたる土地や牧草地において巣を作る習
性がある。土壌の湿度や冬期の気温が、この侵入性
昆虫の蔓延を制限する主な環境要因となる。この
昆虫の適応能力と共に気候の変化によって、その生
息領域は継続的に徐々に拡大している傾向にある。

　ヒアリの影響は、その悪名高い針で刺す疼痛の
みにとどまらない。ヒアリが広く生息している州
では、子馬あるいは成馬の健康に対して大きな悪
影響はないと報告されている。この小さな昆虫は、
労働者、動物、野生生物に対して傷害を与えるのに
加えて、牧場の管理、乾草の生産に影響を及ぼし、
設備にダメージを与え、経済的負担を増やしてし
まう。ヒアリの被害が認められる地域でウマを飼
養する牧場のマネージャーは、この害虫と共存す
るために管理方法を調整し、戦略を開発してきた。
ヒアリの生息範囲が北部ならびに西部へ拡大する
ことによって、より多くの牧場マネージャー、厩舎
やプレジャーホースのオーナーは、この重要な害
虫の危機に曝されてしまう。拡大領域の最前線に
沿って生活している者は、ヒアリの基礎について
熟知すべきであり、また通常とは異なると思われ
るアリの活動に注意を払うべきである。
　よく知られている蟻塚はアリの特徴であるが、
ヒアリについては大きな相違点が一つある。ヒア

リの蟻塚に見られる典型的な特徴は、緩い細粒土
壌の積み重ねであり、その中心部に開口部がない
ことである。代わりに、ヒアリは蟻塚から放射状に
延びる地下トンネルを通って巣から出入りする。
蟻塚の高さは、草が刈り取られた地域では数イン
チであり、手付かずの地域においては18インチも
の高さのものまである。激しい雨によって崩壊し
たヒアリの蟻塚は、数日後に緩く、もこもことした
土壌の積み重ねとして修復される。
　ヒアリの見た目は一般的なアリに類似してい
る。彼らは小さく、その体長は、1/8インチから1/4
インチまで様々である。頭部、胸部ならびに足は赤
色から茶色で、腹部は黒色である。ヒアリと判別す
るためには、およそ12、3匹のアリを採取する必要
があり、それらをアルコールに浸け、居住する地域
にある農業相談員事務所に持って行く必要があ
る。これは慎重になされなければならない。蟻塚を
壊すことによって、たいていアリを刺激してしま
い、非常に多くのアリが這い出し、いかなる垂直な
表面であっても侵入者を刺すために這い上がって
くる。巣が壊れた場合、他の種類のアリは、女王ア
リを守り、卵を安全な場所へ移動する作業のため
に、あちこち動き回る。
　採取する際は、刺されないように注意する。アリ
は粉がまぶされた表面を這い上がることが出来な
いので、皿洗い用グローブにベビーパウダーを振
りかけて、それを着用すればよい。アリを採取して
いる間は、可能な限り蟻塚から離れて、アリが靴に
這い上がってないかを注意して見るべきである。
　ヒアリと判別した場合、春や晩秋に注意深く検
査して、アリの出入りがある蟻塚の数や位置を調
べるべきである。ヒアリ駆除用と表記された殺虫
剤をエサや蟻塚に注意深く降注ぐことで、ヒアリ
を駆除する。「ヒアリの管理方法」で入手できる優
れた情報をうまく活用して欲しい。
　より詳細な情報は、WEBサイトIdentifying Fire 
Ants
http://articles.extension.org/pages/11278/identi
fying-fire-antsを参照して欲しい。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD 

Lee.Townsend@uky.edu
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Department of Entomology 
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無症候性キャリアーの種牡馬:性感染症の伝播に
おける重要な役割
　ウイルス、細菌および原虫などの性行為によっ
て伝播する様々な病原体は、種牡馬、牝馬あるいは
その両方において、持続感染あるいは保菌状態と
なることが長きに亘り知られてきた。これらの病
原体のいくつか(例：Pseudomonas aeruginosa、莢
膜型のKlebsiella pneumoniae や Streptococcus 
zooepidemicus)は、飼養されているウマのほとんど
に常在している。馬ヘルペスウイルス3型、
Taylorella equigenitalis あるいはT. asinigenitalisな
ど他の病原体は、問題になることはそれほど多く
ない。重要な病原体としては、媾疫の病原体である
Trypanosoma equiperdum もある。本病は、今日そ
の発生が報告されることは稀であるが、世界の地
域や国によっては発生が認められる。
　上記の病原体の中には種牡馬と牝馬の両方に持
続感染するものがあるが、それぞれの感染で疫学
上より重要な役割を果たすのはキャリアーの種牡
馬である。キャリアーの種牡馬は、病原体を交配さ
れた牝馬に広める可能性を持つだけでなく、より
いっそう長期にわたる問題として、ある繁殖期か
ら次の繁殖期にまで感染症の伝播に関与する。
　こうした病原体の中には、馬動脈炎ウイルスや
T.equigenitalis などのように、自然交配あるいは人
工授精によって伝播されるものがあるが、キャリ
アー種牡馬の新鮮冷蔵精液あるいは凍結保存精液
を用いた人工授精の方が、より広範な伝播の危険
性が、より大きい。このことは2006年に米国にお
いて馬ウイルス性動脈炎が流行した過程によって
実証された。この事例では、種付け需要の高い有名
な1頭のクォーターホースの種牡馬から採取した
新鮮冷蔵精液が、ウイルスを米国18州とカナダ2
州の繁殖馬に、わずか2～3週以内という短期間に
広めた原因であった。この結果、馬ウイルス性動脈
炎の流行、本ウイルスの感染既往がない牝馬にお

ける流産、各地で様々な頭数の暴露種牡馬のキャ
リアー化が認められた。
　馬動脈炎ウイルス、馬ヘルペスウイルス3型あ
るいはT. equigenitalis が持続感染している種牡馬
は、無症候性あるいは不顕性キャリアーであるこ
とを強調しておく。T. equiperdum 感染を除いて、
種牡馬がある特定の性感染症の病原体のキャリ
アーかどうかを知るためには、それぞれの病原体
に対する適切な検査手技を用いる以外に方法はな
い。しかしながら、どの性感染症の検査であって
も、その感染症に対する検査能力や実績のある信
頼性の高い獣医検査機関によって行われるという
ことが非常に重要である。特に馬ウイルス性動脈
炎や馬伝染性子宮炎の予防や制御プログラムを成
功させるためには検査機関における検査の信頼性
は非常に重要である。
　馬動脈炎ウイルスあるいはT. equigenitalis の無
症候性キャリアーである種牡馬を取り扱う際のさ
らなる交絡因子は、それらの種牡馬と交配した、感
染既往のない牝馬の多くが、感染兆候をたとえ認
めたとしても極めて軽度でしかないという事実で
ある。そのため、ブリーダーや牝馬のオーナーは、
感染の伝播が起こっていることや問題の種牡馬が
これら2種の性感染症の病原体のキャリアーであ
るということに気付かない。このため、馬ウイルス
性動脈炎の例では、感染既往のない妊娠牝馬と急
性感染した牝馬を一緒に放牧するといった重大な
結果を招いた。米国で2008年～2010年に発生し
たCEMの流行は、T. equigenitalis のキャリアー種
牡馬が、いかに検出されずに輸入検疫をすり抜け、
2008年の最初の症例が最終的には非常に大きな
経済的損失の原因となった、格好の事例である。
　過去や最近の苦い経験は、種牡馬がキャリアー
状態であるかどうかを調べるために、品種にかか
わらずスクリーニングを行うことの重要性を強調
する。このことは、特に馬動脈炎ウイルスに当ては
まる。加えて、種牡馬集団の安全を保証する責任
は、最終的に馬産業にある。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu
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消毒における洗浄の重要性
　馬房の洗浄と消毒は、バイオセキュリティーに
とって非常に重要であり、疾病の流行をコント
ロールするうえで特に重要である。しかしながら、
誤った情報が多く存在する。
平均1,000ポンドのウマは、1日あたり50ポンドの
糞尿を排泄する。一般的な馬房の壁には、それらに
加えて、病原体を含む可能性のある他の体液（鼻
汁、膿瘍内容物、血液など）や有機物が多く存在す
る。消毒（病原体を殺すための化学薬品による処
理）する必要のあるすべての表面は、まず埃や有機
物を洗浄する必要がある。
　馬房の洗浄は、洗浄剤を用いて手作業で行われ
る。病原体をエアロゾル化してしまうのを避ける
ために、高圧洗浄機を用いるべきではない。宣伝文
句にあるような、汚れた馬房にスプレーで吹き付
けることが出来て、効果的に病原体を殺すことが
できるいわゆる「1ステップ」製品などない。可能
な限り多くの有機物を除去しやすくし取り除くた
めに、表面は合成洗剤あるいは洗浄剤を用いて擦
る必要がある。
　合成洗剤は、有機物を乳化する（浮き上がらせ
る）洗浄剤で、「せっけんかす」を出さない。まず合
成洗剤を用いて馬房の表面を擦り、次いで、埃や有
機物を物理的に取り除くために洗い流す。消毒薬
の噴霧は、必ず表面の洗浄後に行うべきである。
　これまでの研究で、最初に徹底的に洗浄するこ
とで表面から90％以上の細菌が取り除かれるこ
とが示されている。馬ヘルペスウイルス、馬インフ
ルエンザウイルス、馬動脈炎ウイルスは脂質を含
むエンベロープで覆われており、合成洗剤で馬房
表面を洗浄することは、このエンベロープを破壊
しウイルスを不活化するのに役立つ。
　ブリーチは、「硬く、小孔のない、既に洗浄されて
いる表面」に対しては、効果的な消毒薬であるが、
牧場の馬房がそのような材料でできていることは
ほとんどない。ブリーチはまた有機物によって急

速に不活化される。
　消毒薬のラベルには、「ラベル記載と異なる方法
でこの製品を使用することは連邦法違反です。」と
記載されている。使用者はラベルに記載された指
示内容を理解して、それに従うべきであり、また具
体的な質問があれば製造会社に問い合わせるべき
である。「1/2オンスの消毒薬を1ガロンの水で希
釈すること」とラベルに記載されている場合、その
希釈倍率で使用しなければならない。表面の汚れ
がひどい場合には濃度を濃くすれば良いという考
えは、時間と金の無駄でありヒトや動物に健康被
害をもたらし得る。
　異なる消毒薬を混ぜてはならない。例えば、ブ
リーチとアンモニアあるいは強い酸化剤を混ぜた
場合、有毒ガスや危険な化合物を発生させる可能
性がある。米国では、全ての認可済み消毒薬に安全
データシート（以前は、化学物質等安全データシー
トと呼ばれていた）があり、製造会社から入手可能
で、有益な情報が記載されている。
　多くの消毒薬のラベルには、長い病原体リスト
の上に「以下の微生物に対して有効性が証明され
ている。」と記載されている。しかしながら、このリ
ストが作成された方法は、細かい文字で但し書き
として記載されている。消毒薬の多くは、「有機物」
負荷として5％血清存在下で検査されている。糞
便で汚れている馬房の壁は、5％血清以上の有機
物負荷がある。このことが、いかなる消毒薬の有効性
にとっても、洗浄が重要であるという理由である。
　優れた感染症のコントロール法や消毒薬の情報
は、www.cfsph.iastate.eduやwww.aaep.orgにおい
て入手できる。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　今号のEquine Disease Quarterlyで、Emma 
Adam博士は、ウマの疾病を研究するために利用で
きる新たなゲノミクスの手法について論じてい
る。この記事を彼女が書くということは、とりわけ
注目すべきことだ。なぜなら、Emmaは獣医外科医
としてのトレーニングを受け、その後大学に戻り、
ウマの関節疾患について研究し、博士号を取得し
ているからである。彼女は、これまでの技術で解決
されていない問題に取り組むためにゲノミクスの
手法が効果的な方法であるということを発見し
た。彼女の記事は、ウマのゲノミクスの“基礎”を示
す。ちなみに1990年には、ウマでは、わずか50～
100個の遺伝子が解析され、そのうちのたった7遺
伝子の染色体上の位置が特定されていただけで
あった。2009年まで話を進めると、ウマの全ゲノ
ム塩基配列が解析された。その時点ですぐにでき
た塩基配列データの利用は、既知のウマ疾病の原
因となるDNA変異の同定であった。しかしながら、
それは始まりに過ぎなかった。遺伝子がどのよう
に機能しているのかということを見つけ出そうと
する流れがあった。
　我々がウマに対して何かを行えば、ウマの様々
な遺伝子がオンになったりオフになったりする。
もし遺伝子に欠陥があれば、疾病の発症という結
果となるかもしれない。また遺伝子は、パフォーマ
ンスにとっても重要である。遺伝子のなかには、歩
法、パフォーマンス能を存分に発揮できる最適な
レース距離、性格などに影響する変異を伴うもの
がある。遺伝子の多くは、ウマがある給餌プログラ
ム、トレーニングのレジメやワクチン接種に対し
てより強く反応する、あるいは反応が弱いといっ
たように、ウマの管理実務に影響を及ぼしている。
生産者や調教師は、ウマの管理が最善になるよう
努めている。以上のようなことからも、ゲノミクス

の情報が獣医療と厩舎の両者にとって有益である
ということは明らかであろう。
　またEmmaは、遺伝子、遺伝子の発現、そして遺
伝子がウマにどのように影響するのかを研究する
ためのツールを開発してきた科学者の一人でもあ
る。ゲノミクス以前は、基本的には、ウマに給餌や
トレーニングあるいは治療を行い、その後どのよ
うな臨床効果あるいは表現型に対する効果が現れ
たのかを観察した。Emmaの研究は、新たな別のア
プローチを切り開いた。彼女の研究は、胎子期のい
くつかのステージを含む異なるライフステージに
おける関節や他の膠原線維組織での遺伝子発現を
比較し、どの遺伝子がその組織の正常な発育に影
響したのかを評価したものであった。組織の発達
や修復に寄与する遺伝子を理解することは、獣医
療の発達につながるはずであり、ウマや騎乗者の
健康や福祉に有益である。
　ウマの研究におけるゲノミクス利用を切り開い
たのはEmmaだけではない。獣医療に関する文献
をざっと調べただけで、繁殖、跛行、呼吸器疾患、感
染症、免疫学やさらに他の分野の研究にゲノミク
スを利用している科学者を見つけることができ
る。我々が車を運転するのにメカニックになる必
要がないのと同様に、ウマを楽しむのに分子遺伝
学者になる必要はない。しかし、我々はこれらの新
たなアプローチの発展を知り、理解し、そして促す
必要がある。後続記事に注目を！

連絡先：
Ernie Bailey, PhD 
ebailey@uky.edu
 (859) 218-1105 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2016年第2四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　4月初旬に南アフリカ共和国ウエスタン・ケー
プ州の疫学監視地域でアフリカ馬疫が1例報告さ
れた。それ以降、血清型1型ウイルス感染が他の7
施設において合計20例確認された。
　イギリスならびに米国で馬インフルエンザの発
生が報告された。イギリスでは、少数例を含む1件
の発生が報告された。米国において、本病は風土病
であり、6州で確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、日本、韓国、ス
イス、イギリスならびに米国で、馬ヘルペスウイル
ス1型ならびに4型(EHV-1, -4)に関連する疾患の
発生が報告された。フランス（7件で全て単独症
例）、ドイツ（8施設で9例）、アイルランド（4例）な
らびに米国（様々な州で発生報告有り）で、呼吸器
疾患が診断された。フランス（2件）、ドイツ（5例）、
日本（3施設でそれぞれ1例）、韓国（1例）、スイス
（生後直死2例、うち1例はActinobacillus equuliと
の混合感染）、イギリス（3件）ならびに米国（3例）
で、EHV-1による流産が確認された。フランス（2
件）と米国（4件）で、EHV-1による神経疾患の発生
が報告された。これらの発生には神経病原性ウイ
ルス株あるいは非神経病原性ウイルス株が関与し
ていた。フランス（14件）、ドイツ（6施設で9例）、ス
イス（EHV-1とEHV-4の混合感染を含む1件）で、
EHV-4による呼吸器疾患の発生が報告された。
　フランス（8件）、ドイツ（8施設で10例）、スイス
（3施設）ならびに米国において腺疫の発生が報告
された。本病は、米国において風土病であり、17州
の57施設で発生し、10州では複数の発生が確認さ
れた。
　米国では、温血種の種牡馬2頭が馬動脈炎ウイ
ルスのキャリアーとして確認された。
　米国では、ごく少数のEHV-2や/あるいはEHV-5
感染もまた確認された。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州の
1施設1例とサスカチュワン州の4施設14例の合計

15例が確認された。サスカチュワン州の2施設に
は疫学的な関連があった。米国コロラド州におい
ては、非競走馬1例が診断された。
　フランス（風土病）、スペイン（風土病）および米
国では、馬ピロプラズマ症の発生が報告された。米
国では症例数が増加しており、全てがTheileria 
equi陽性のクォーターホースの競走馬であり、そ
の大多数はテキサス州におけるもので、なかには
草競馬に使用するウマも含まれていた。
　ドイツ（1例）、米国（Salmonella spp.B群7件と
Salmonella spp.C群1件）において、サルモネラ症の
発生が報告された。フランスにおいて、ロタウイル
ス感染症の流行が確認された（13件）。そのうち1
件は、ロタウイルスとコロナウイルスの混合感染
であった。米国では、クロストリジウム腸炎の流行
が報告された。2件はC. difficileが、他の7件はC. 
perfringensが関与していた。スイスとシンガポー
ルで、コクシジウム症ならびMycobacterium avium 
感染の単発症例がそれぞれ確認された。馬伝染性
子宮炎の発生がドイツで報告された。12施設にお
いて20例が確認され、その多くは種牡馬であっ
た。アイスランド種、温血種ならびに冷血種が含ま
れていた。米国では、5例が馬媾疹(EHV-3)、1例が
ノカルジア性胎盤炎(Amycolatopsis spp.)と診断さ
れた。
　米国では、合計18例の東部馬脳炎が発生し、そ
の多くはフロリダ州（11例）とサウスカロライナ
州（5例）で確認された。
　第2四半期にウエストナイル脳炎が再び発生
し、カリフォルニア州とフロリダ州で単発症例が
確認された。
　米国では、アリゾナ州でウマの狂犬病が1例報
告された。
　スイスでは、別々の施設で2例のエールリヒア
症が報告された。
 
パンドラの箱－ウマのゲノミクス
　何千年にもわたりウマの遺伝学は人類にとって
大きな関心事であった。人類は、特にその用語を使
用してこなかったが、ウマの親子関係、出生および
死亡の記録は慣行であった。それは、英国において
ヒトの出生や死亡記録の義務付けの1世紀以上も

前から行われている。「ゲノミクス」という用語は、
遺伝子のあらゆる側面をカバーしており、それは
遺伝学のみではなく、遺伝子の構造や機能なども
含む。
　ゲノムとは、各細胞の中で、分割され折り畳まれ
て染色体に内包されているDNAの全体を指す。
　DNA分子は、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン
(A)ならびにチミン(T)の4種のヌクレオチド塩基
の連なりから成る。ウマゲノムはおよそ27億の塩基
対から成り、ヒトゲノムの大きさと同程度である。
　実際のところ、タンパク質をコードしているの
はゲノムの3%未満である。残りの97%は、以前は
「ジャンクDNA」と呼ばれていたが、今日では、それ
が調節因子としてゲノム全域の発現調節をしてい
ることが知られている。個体によってヌクレオチ
ド配列がそれぞれ異なっている。ウマには芦毛や
鹿毛といった異なる毛色があるが、あくまでも同
じウマである、ということは明白である。しかしな
がら、全ての配列の相違が明らかなわけではなく、
配列の相違は、配列の全領域の相違なのか、あるい
はただの単一ヌクレオチドの相違だけなのかもし
れない。一塩基多型（SNP、通常snipと発音される）
は、配列中で個体によって異なる単一ヌクレオチ
ドであり、ウマの集団の中で低頻度に認められる。
　ウマゲノム全体でおよそ1,000万のSNPが発見
されている。SNPが必ずしも生命体に影響を与え
る変異ではないということを覚えておくことが大
切である。実際のところ、SNPはゲノムのタンパク
質遺伝子に認められることが少ない。その理由と
して、進化によってこれらの領域が機能を厳選し
てきたからである。動物にとって有益でないDNA配
列の変異は遺伝子集団中で残される機会は少ない。
　科学では通常、ゲノムの大まかなロードマップ
としていくつかの選択したSNPを利用する。例え
るならば、道しるべがSNPである地図のようであ
る。もし、私があなたに道順を教えるとすると、「パ
ブで右折して、それから教会を過ぎた後に二つ目
の交差点を左折して下さい」といった具合になる
でしょう。パブと教会は目的地とは関係がなく、単
に案内するためのランドマークでしかなく、それ
はSNPと同じなのである。同じ染色体上で互いに
近接しているSNPは、一緒に遺伝する可能性が高

い。市販のSNPアレイ（SNPチップ）（訳注：多数の
領域のSNPを含む配列を一枚に載せた小型チップ
で、複数のSNPを一度に検出できる）を用いた分子
生物学的技術により、SNP頻度を用いてウマに
よって異なるゲノム領域に迅速に焦点を合わせる
ことができる。
　SNP分析は、興味のある遺伝形質、例えば疾病に
関連している、あるいは自分が対象としている形
質、を含むゲノム領域を絞り込むために非常に有
用な方法である。この方法を用いた研究は、全ゲノ
ム関連分析あるいはGWAS（gee-waahsと発音され
る）と呼ばれている。
　SNP-GWASアプローチは、子馬のラベンダー症
候群、多糖類貯蔵筋症、反回神経麻痺、フェル種ポ
ニーやデール種ポニーの子馬に見られる免疫不全
症候群、離断性骨軟骨症(OCD)、アラブ種やドイツ
温血種に見られる喉嚢鼓張症、ドイツ温血種に見
られる月盲症、フリージアン種に見られる昆虫刺
咬過敏症や水頭症などの疾病について、ゲノムの
関連領域を突きとめるのに役立ってきた。
　我々は、ウマゲノムが抱える豊富な情報を明ら
かにすることの緒についたばかりである。財政的
支援や研究に対する絶え間ない努力により、我々
の想像を絶するさらに驚くような結果が得られる
であろう。この分野に注目を！

連絡先：
Emma N. Adam, BVetMed, MRCVS, DACVIM-LA, 
DACVS-LA, PhD 
emma.adam@uky.edu
(859) 218-1175 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
ウマを飼養する牧場におけるヒアリの調査
　アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア
州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ
シッピー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ
州、オクラホマ州、プエルトリコ、サウスカロライ
ナ州、テネシー州、テキサス州ならびにバージニア
州の一部あるいは全域でヒアリ（red imported fire 

ant）（訳注： Solenopsis invicta、本来は南米に分布。
fire antは狭義には同属の近縁種アカカミアリ
Solenopsis geminateをいう）は発生する。また、ケ
ンタッキー州、メリーランド州およびミズーリ州
でも時々認められてきた(図1)。ヒアリは、広く開
けた陽のあたる土地や牧草地において巣を作る習
性がある。土壌の湿度や冬期の気温が、この侵入性
昆虫の蔓延を制限する主な環境要因となる。この
昆虫の適応能力と共に気候の変化によって、その生
息領域は継続的に徐々に拡大している傾向にある。

　ヒアリの影響は、その悪名高い針で刺す疼痛の
みにとどまらない。ヒアリが広く生息している州
では、子馬あるいは成馬の健康に対して大きな悪
影響はないと報告されている。この小さな昆虫は、
労働者、動物、野生生物に対して傷害を与えるのに
加えて、牧場の管理、乾草の生産に影響を及ぼし、
設備にダメージを与え、経済的負担を増やしてし
まう。ヒアリの被害が認められる地域でウマを飼
養する牧場のマネージャーは、この害虫と共存す
るために管理方法を調整し、戦略を開発してきた。
ヒアリの生息範囲が北部ならびに西部へ拡大する
ことによって、より多くの牧場マネージャー、厩舎
やプレジャーホースのオーナーは、この重要な害
虫の危機に曝されてしまう。拡大領域の最前線に
沿って生活している者は、ヒアリの基礎について
熟知すべきであり、また通常とは異なると思われ
るアリの活動に注意を払うべきである。
　よく知られている蟻塚はアリの特徴であるが、
ヒアリについては大きな相違点が一つある。ヒア

リの蟻塚に見られる典型的な特徴は、緩い細粒土
壌の積み重ねであり、その中心部に開口部がない
ことである。代わりに、ヒアリは蟻塚から放射状に
延びる地下トンネルを通って巣から出入りする。
蟻塚の高さは、草が刈り取られた地域では数イン
チであり、手付かずの地域においては18インチも
の高さのものまである。激しい雨によって崩壊し
たヒアリの蟻塚は、数日後に緩く、もこもことした
土壌の積み重ねとして修復される。
　ヒアリの見た目は一般的なアリに類似してい
る。彼らは小さく、その体長は、1/8インチから1/4
インチまで様々である。頭部、胸部ならびに足は赤
色から茶色で、腹部は黒色である。ヒアリと判別す
るためには、およそ12、3匹のアリを採取する必要
があり、それらをアルコールに浸け、居住する地域
にある農業相談員事務所に持って行く必要があ
る。これは慎重になされなければならない。蟻塚を
壊すことによって、たいていアリを刺激してしま
い、非常に多くのアリが這い出し、いかなる垂直な
表面であっても侵入者を刺すために這い上がって
くる。巣が壊れた場合、他の種類のアリは、女王ア
リを守り、卵を安全な場所へ移動する作業のため
に、あちこち動き回る。
　採取する際は、刺されないように注意する。アリ
は粉がまぶされた表面を這い上がることが出来な
いので、皿洗い用グローブにベビーパウダーを振
りかけて、それを着用すればよい。アリを採取して
いる間は、可能な限り蟻塚から離れて、アリが靴に
這い上がってないかを注意して見るべきである。
　ヒアリと判別した場合、春や晩秋に注意深く検
査して、アリの出入りがある蟻塚の数や位置を調
べるべきである。ヒアリ駆除用と表記された殺虫
剤をエサや蟻塚に注意深く降注ぐことで、ヒアリ
を駆除する。「ヒアリの管理方法」で入手できる優
れた情報をうまく活用して欲しい。
　より詳細な情報は、WEBサイトIdentifying Fire 
Ants
http://articles.extension.org/pages/11278/identi
fying-fire-antsを参照して欲しい。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD 

Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
無症候性キャリアーの種牡馬:性感染症の伝播に
おける重要な役割
　ウイルス、細菌および原虫などの性行為によっ
て伝播する様々な病原体は、種牡馬、牝馬あるいは
その両方において、持続感染あるいは保菌状態と
なることが長きに亘り知られてきた。これらの病
原体のいくつか(例：Pseudomonas aeruginosa、莢
膜型のKlebsiella pneumoniae や Streptococcus 
zooepidemicus)は、飼養されているウマのほとんど
に常在している。馬ヘルペスウイルス3型、
Taylorella equigenitalis あるいはT. asinigenitalisな
ど他の病原体は、問題になることはそれほど多く
ない。重要な病原体としては、媾疫の病原体である
Trypanosoma equiperdum もある。本病は、今日そ
の発生が報告されることは稀であるが、世界の地
域や国によっては発生が認められる。
　上記の病原体の中には種牡馬と牝馬の両方に持
続感染するものがあるが、それぞれの感染で疫学
上より重要な役割を果たすのはキャリアーの種牡
馬である。キャリアーの種牡馬は、病原体を交配さ
れた牝馬に広める可能性を持つだけでなく、より
いっそう長期にわたる問題として、ある繁殖期か
ら次の繁殖期にまで感染症の伝播に関与する。
　こうした病原体の中には、馬動脈炎ウイルスや
T.equigenitalis などのように、自然交配あるいは人
工授精によって伝播されるものがあるが、キャリ
アー種牡馬の新鮮冷蔵精液あるいは凍結保存精液
を用いた人工授精の方が、より広範な伝播の危険
性が、より大きい。このことは2006年に米国にお
いて馬ウイルス性動脈炎が流行した過程によって
実証された。この事例では、種付け需要の高い有名
な1頭のクォーターホースの種牡馬から採取した
新鮮冷蔵精液が、ウイルスを米国18州とカナダ2
州の繁殖馬に、わずか2～3週以内という短期間に
広めた原因であった。この結果、馬ウイルス性動脈
炎の流行、本ウイルスの感染既往がない牝馬にお

ける流産、各地で様々な頭数の暴露種牡馬のキャ
リアー化が認められた。
　馬動脈炎ウイルス、馬ヘルペスウイルス3型あ
るいはT. equigenitalis が持続感染している種牡馬
は、無症候性あるいは不顕性キャリアーであるこ
とを強調しておく。T. equiperdum 感染を除いて、
種牡馬がある特定の性感染症の病原体のキャリ
アーかどうかを知るためには、それぞれの病原体
に対する適切な検査手技を用いる以外に方法はな
い。しかしながら、どの性感染症の検査であって
も、その感染症に対する検査能力や実績のある信
頼性の高い獣医検査機関によって行われるという
ことが非常に重要である。特に馬ウイルス性動脈
炎や馬伝染性子宮炎の予防や制御プログラムを成
功させるためには検査機関における検査の信頼性
は非常に重要である。
　馬動脈炎ウイルスあるいはT. equigenitalis の無
症候性キャリアーである種牡馬を取り扱う際のさ
らなる交絡因子は、それらの種牡馬と交配した、感
染既往のない牝馬の多くが、感染兆候をたとえ認
めたとしても極めて軽度でしかないという事実で
ある。そのため、ブリーダーや牝馬のオーナーは、
感染の伝播が起こっていることや問題の種牡馬が
これら2種の性感染症の病原体のキャリアーであ
るということに気付かない。このため、馬ウイルス
性動脈炎の例では、感染既往のない妊娠牝馬と急
性感染した牝馬を一緒に放牧するといった重大な
結果を招いた。米国で2008年～2010年に発生し
たCEMの流行は、T. equigenitalis のキャリアー種
牡馬が、いかに検出されずに輸入検疫をすり抜け、
2008年の最初の症例が最終的には非常に大きな
経済的損失の原因となった、格好の事例である。
　過去や最近の苦い経験は、種牡馬がキャリアー
状態であるかどうかを調べるために、品種にかか
わらずスクリーニングを行うことの重要性を強調
する。このことは、特に馬動脈炎ウイルスに当ては
まる。加えて、種牡馬集団の安全を保証する責任
は、最終的に馬産業にある。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu

(859) 218-1094 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
消毒における洗浄の重要性
　馬房の洗浄と消毒は、バイオセキュリティーに
とって非常に重要であり、疾病の流行をコント
ロールするうえで特に重要である。しかしながら、
誤った情報が多く存在する。
平均1,000ポンドのウマは、1日あたり50ポンドの
糞尿を排泄する。一般的な馬房の壁には、それらに
加えて、病原体を含む可能性のある他の体液（鼻
汁、膿瘍内容物、血液など）や有機物が多く存在す
る。消毒（病原体を殺すための化学薬品による処
理）する必要のあるすべての表面は、まず埃や有機
物を洗浄する必要がある。
　馬房の洗浄は、洗浄剤を用いて手作業で行われ
る。病原体をエアロゾル化してしまうのを避ける
ために、高圧洗浄機を用いるべきではない。宣伝文
句にあるような、汚れた馬房にスプレーで吹き付
けることが出来て、効果的に病原体を殺すことが
できるいわゆる「1ステップ」製品などない。可能
な限り多くの有機物を除去しやすくし取り除くた
めに、表面は合成洗剤あるいは洗浄剤を用いて擦
る必要がある。
　合成洗剤は、有機物を乳化する（浮き上がらせ
る）洗浄剤で、「せっけんかす」を出さない。まず合
成洗剤を用いて馬房の表面を擦り、次いで、埃や有
機物を物理的に取り除くために洗い流す。消毒薬
の噴霧は、必ず表面の洗浄後に行うべきである。
　これまでの研究で、最初に徹底的に洗浄するこ
とで表面から90％以上の細菌が取り除かれるこ
とが示されている。馬ヘルペスウイルス、馬インフ
ルエンザウイルス、馬動脈炎ウイルスは脂質を含
むエンベロープで覆われており、合成洗剤で馬房
表面を洗浄することは、このエンベロープを破壊
しウイルスを不活化するのに役立つ。
　ブリーチは、「硬く、小孔のない、既に洗浄されて
いる表面」に対しては、効果的な消毒薬であるが、
牧場の馬房がそのような材料でできていることは
ほとんどない。ブリーチはまた有機物によって急

速に不活化される。
　消毒薬のラベルには、「ラベル記載と異なる方法
でこの製品を使用することは連邦法違反です。」と
記載されている。使用者はラベルに記載された指
示内容を理解して、それに従うべきであり、また具
体的な質問があれば製造会社に問い合わせるべき
である。「1/2オンスの消毒薬を1ガロンの水で希
釈すること」とラベルに記載されている場合、その
希釈倍率で使用しなければならない。表面の汚れ
がひどい場合には濃度を濃くすれば良いという考
えは、時間と金の無駄でありヒトや動物に健康被
害をもたらし得る。
　異なる消毒薬を混ぜてはならない。例えば、ブ
リーチとアンモニアあるいは強い酸化剤を混ぜた
場合、有毒ガスや危険な化合物を発生させる可能
性がある。米国では、全ての認可済み消毒薬に安全
データシート（以前は、化学物質等安全データシー
トと呼ばれていた）があり、製造会社から入手可能
で、有益な情報が記載されている。
　多くの消毒薬のラベルには、長い病原体リスト
の上に「以下の微生物に対して有効性が証明され
ている。」と記載されている。しかしながら、このリ
ストが作成された方法は、細かい文字で但し書き
として記載されている。消毒薬の多くは、「有機物」
負荷として5％血清存在下で検査されている。糞
便で汚れている馬房の壁は、5％血清以上の有機
物負荷がある。このことが、いかなる消毒薬の有効性
にとっても、洗浄が重要であるという理由である。
　優れた感染症のコントロール法や消毒薬の情報
は、www.cfsph.iastate.eduやwww.aaep.orgにおい
て入手できる。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　今号のEquine Disease Quarterlyで、Emma 
Adam博士は、ウマの疾病を研究するために利用で
きる新たなゲノミクスの手法について論じてい
る。この記事を彼女が書くということは、とりわけ
注目すべきことだ。なぜなら、Emmaは獣医外科医
としてのトレーニングを受け、その後大学に戻り、
ウマの関節疾患について研究し、博士号を取得し
ているからである。彼女は、これまでの技術で解決
されていない問題に取り組むためにゲノミクスの
手法が効果的な方法であるということを発見し
た。彼女の記事は、ウマのゲノミクスの“基礎”を示
す。ちなみに1990年には、ウマでは、わずか50～
100個の遺伝子が解析され、そのうちのたった7遺
伝子の染色体上の位置が特定されていただけで
あった。2009年まで話を進めると、ウマの全ゲノ
ム塩基配列が解析された。その時点ですぐにでき
た塩基配列データの利用は、既知のウマ疾病の原
因となるDNA変異の同定であった。しかしながら、
それは始まりに過ぎなかった。遺伝子がどのよう
に機能しているのかということを見つけ出そうと
する流れがあった。
　我々がウマに対して何かを行えば、ウマの様々
な遺伝子がオンになったりオフになったりする。
もし遺伝子に欠陥があれば、疾病の発症という結
果となるかもしれない。また遺伝子は、パフォーマ
ンスにとっても重要である。遺伝子のなかには、歩
法、パフォーマンス能を存分に発揮できる最適な
レース距離、性格などに影響する変異を伴うもの
がある。遺伝子の多くは、ウマがある給餌プログラ
ム、トレーニングのレジメやワクチン接種に対し
てより強く反応する、あるいは反応が弱いといっ
たように、ウマの管理実務に影響を及ぼしている。
生産者や調教師は、ウマの管理が最善になるよう
努めている。以上のようなことからも、ゲノミクス

の情報が獣医療と厩舎の両者にとって有益である
ということは明らかであろう。
　またEmmaは、遺伝子、遺伝子の発現、そして遺
伝子がウマにどのように影響するのかを研究する
ためのツールを開発してきた科学者の一人でもあ
る。ゲノミクス以前は、基本的には、ウマに給餌や
トレーニングあるいは治療を行い、その後どのよ
うな臨床効果あるいは表現型に対する効果が現れ
たのかを観察した。Emmaの研究は、新たな別のア
プローチを切り開いた。彼女の研究は、胎子期のい
くつかのステージを含む異なるライフステージに
おける関節や他の膠原線維組織での遺伝子発現を
比較し、どの遺伝子がその組織の正常な発育に影
響したのかを評価したものであった。組織の発達
や修復に寄与する遺伝子を理解することは、獣医
療の発達につながるはずであり、ウマや騎乗者の
健康や福祉に有益である。
　ウマの研究におけるゲノミクス利用を切り開い
たのはEmmaだけではない。獣医療に関する文献
をざっと調べただけで、繁殖、跛行、呼吸器疾患、感
染症、免疫学やさらに他の分野の研究にゲノミク
スを利用している科学者を見つけることができ
る。我々が車を運転するのにメカニックになる必
要がないのと同様に、ウマを楽しむのに分子遺伝
学者になる必要はない。しかし、我々はこれらの新
たなアプローチの発展を知り、理解し、そして促す
必要がある。後続記事に注目を！

連絡先：
Ernie Bailey, PhD 
ebailey@uky.edu
 (859) 218-1105 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2016年第2四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　4月初旬に南アフリカ共和国ウエスタン・ケー
プ州の疫学監視地域でアフリカ馬疫が1例報告さ
れた。それ以降、血清型1型ウイルス感染が他の7
施設において合計20例確認された。
　イギリスならびに米国で馬インフルエンザの発
生が報告された。イギリスでは、少数例を含む1件
の発生が報告された。米国において、本病は風土病
であり、6州で確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、日本、韓国、ス
イス、イギリスならびに米国で、馬ヘルペスウイル
ス1型ならびに4型(EHV-1, -4)に関連する疾患の
発生が報告された。フランス（7件で全て単独症
例）、ドイツ（8施設で9例）、アイルランド（4例）な
らびに米国（様々な州で発生報告有り）で、呼吸器
疾患が診断された。フランス（2件）、ドイツ（5例）、
日本（3施設でそれぞれ1例）、韓国（1例）、スイス
（生後直死2例、うち1例はActinobacillus equuliと
の混合感染）、イギリス（3件）ならびに米国（3例）
で、EHV-1による流産が確認された。フランス（2
件）と米国（4件）で、EHV-1による神経疾患の発生
が報告された。これらの発生には神経病原性ウイ
ルス株あるいは非神経病原性ウイルス株が関与し
ていた。フランス（14件）、ドイツ（6施設で9例）、ス
イス（EHV-1とEHV-4の混合感染を含む1件）で、
EHV-4による呼吸器疾患の発生が報告された。
　フランス（8件）、ドイツ（8施設で10例）、スイス
（3施設）ならびに米国において腺疫の発生が報告
された。本病は、米国において風土病であり、17州
の57施設で発生し、10州では複数の発生が確認さ
れた。
　米国では、温血種の種牡馬2頭が馬動脈炎ウイ
ルスのキャリアーとして確認された。
　米国では、ごく少数のEHV-2や/あるいはEHV-5
感染もまた確認された。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州の
1施設1例とサスカチュワン州の4施設14例の合計

15例が確認された。サスカチュワン州の2施設に
は疫学的な関連があった。米国コロラド州におい
ては、非競走馬1例が診断された。
　フランス（風土病）、スペイン（風土病）および米
国では、馬ピロプラズマ症の発生が報告された。米
国では症例数が増加しており、全てがTheileria 
equi陽性のクォーターホースの競走馬であり、そ
の大多数はテキサス州におけるもので、なかには
草競馬に使用するウマも含まれていた。
　ドイツ（1例）、米国（Salmonella spp.B群7件と
Salmonella spp.C群1件）において、サルモネラ症の
発生が報告された。フランスにおいて、ロタウイル
ス感染症の流行が確認された（13件）。そのうち1
件は、ロタウイルスとコロナウイルスの混合感染
であった。米国では、クロストリジウム腸炎の流行
が報告された。2件はC. difficileが、他の7件はC. 
perfringensが関与していた。スイスとシンガポー
ルで、コクシジウム症ならびMycobacterium avium 
感染の単発症例がそれぞれ確認された。馬伝染性
子宮炎の発生がドイツで報告された。12施設にお
いて20例が確認され、その多くは種牡馬であっ
た。アイスランド種、温血種ならびに冷血種が含ま
れていた。米国では、5例が馬媾疹(EHV-3)、1例が
ノカルジア性胎盤炎(Amycolatopsis spp.)と診断さ
れた。
　米国では、合計18例の東部馬脳炎が発生し、そ
の多くはフロリダ州（11例）とサウスカロライナ
州（5例）で確認された。
　第2四半期にウエストナイル脳炎が再び発生
し、カリフォルニア州とフロリダ州で単発症例が
確認された。
　米国では、アリゾナ州でウマの狂犬病が1例報
告された。
　スイスでは、別々の施設で2例のエールリヒア
症が報告された。
 
パンドラの箱－ウマのゲノミクス
　何千年にもわたりウマの遺伝学は人類にとって
大きな関心事であった。人類は、特にその用語を使
用してこなかったが、ウマの親子関係、出生および
死亡の記録は慣行であった。それは、英国において
ヒトの出生や死亡記録の義務付けの1世紀以上も

前から行われている。「ゲノミクス」という用語は、
遺伝子のあらゆる側面をカバーしており、それは
遺伝学のみではなく、遺伝子の構造や機能なども
含む。
　ゲノムとは、各細胞の中で、分割され折り畳まれ
て染色体に内包されているDNAの全体を指す。
　DNA分子は、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン
(A)ならびにチミン(T)の4種のヌクレオチド塩基
の連なりから成る。ウマゲノムはおよそ27億の塩基
対から成り、ヒトゲノムの大きさと同程度である。
　実際のところ、タンパク質をコードしているの
はゲノムの3%未満である。残りの97%は、以前は
「ジャンクDNA」と呼ばれていたが、今日では、それ
が調節因子としてゲノム全域の発現調節をしてい
ることが知られている。個体によってヌクレオチ
ド配列がそれぞれ異なっている。ウマには芦毛や
鹿毛といった異なる毛色があるが、あくまでも同
じウマである、ということは明白である。しかしな
がら、全ての配列の相違が明らかなわけではなく、
配列の相違は、配列の全領域の相違なのか、あるい
はただの単一ヌクレオチドの相違だけなのかもし
れない。一塩基多型（SNP、通常snipと発音される）
は、配列中で個体によって異なる単一ヌクレオチ
ドであり、ウマの集団の中で低頻度に認められる。
　ウマゲノム全体でおよそ1,000万のSNPが発見
されている。SNPが必ずしも生命体に影響を与え
る変異ではないということを覚えておくことが大
切である。実際のところ、SNPはゲノムのタンパク
質遺伝子に認められることが少ない。その理由と
して、進化によってこれらの領域が機能を厳選し
てきたからである。動物にとって有益でないDNA配
列の変異は遺伝子集団中で残される機会は少ない。
　科学では通常、ゲノムの大まかなロードマップ
としていくつかの選択したSNPを利用する。例え
るならば、道しるべがSNPである地図のようであ
る。もし、私があなたに道順を教えるとすると、「パ
ブで右折して、それから教会を過ぎた後に二つ目
の交差点を左折して下さい」といった具合になる
でしょう。パブと教会は目的地とは関係がなく、単
に案内するためのランドマークでしかなく、それ
はSNPと同じなのである。同じ染色体上で互いに
近接しているSNPは、一緒に遺伝する可能性が高

い。市販のSNPアレイ（SNPチップ）（訳注：多数の
領域のSNPを含む配列を一枚に載せた小型チップ
で、複数のSNPを一度に検出できる）を用いた分子
生物学的技術により、SNP頻度を用いてウマに
よって異なるゲノム領域に迅速に焦点を合わせる
ことができる。
　SNP分析は、興味のある遺伝形質、例えば疾病に
関連している、あるいは自分が対象としている形
質、を含むゲノム領域を絞り込むために非常に有
用な方法である。この方法を用いた研究は、全ゲノ
ム関連分析あるいはGWAS（gee-waahsと発音され
る）と呼ばれている。
　SNP-GWASアプローチは、子馬のラベンダー症
候群、多糖類貯蔵筋症、反回神経麻痺、フェル種ポ
ニーやデール種ポニーの子馬に見られる免疫不全
症候群、離断性骨軟骨症(OCD)、アラブ種やドイツ
温血種に見られる喉嚢鼓張症、ドイツ温血種に見
られる月盲症、フリージアン種に見られる昆虫刺
咬過敏症や水頭症などの疾病について、ゲノムの
関連領域を突きとめるのに役立ってきた。
　我々は、ウマゲノムが抱える豊富な情報を明ら
かにすることの緒についたばかりである。財政的
支援や研究に対する絶え間ない努力により、我々
の想像を絶するさらに驚くような結果が得られる
であろう。この分野に注目を！

連絡先：
Emma N. Adam, BVetMed, MRCVS, DACVIM-LA, 
DACVS-LA, PhD 
emma.adam@uky.edu
(859) 218-1175 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
ウマを飼養する牧場におけるヒアリの調査
　アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア
州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ
シッピー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ
州、オクラホマ州、プエルトリコ、サウスカロライ
ナ州、テネシー州、テキサス州ならびにバージニア
州の一部あるいは全域でヒアリ（red imported fire 

ant）（訳注： Solenopsis invicta、本来は南米に分布。
fire antは狭義には同属の近縁種アカカミアリ
Solenopsis geminateをいう）は発生する。また、ケ
ンタッキー州、メリーランド州およびミズーリ州
でも時々認められてきた(図1)。ヒアリは、広く開
けた陽のあたる土地や牧草地において巣を作る習
性がある。土壌の湿度や冬期の気温が、この侵入性
昆虫の蔓延を制限する主な環境要因となる。この
昆虫の適応能力と共に気候の変化によって、その生
息領域は継続的に徐々に拡大している傾向にある。

　ヒアリの影響は、その悪名高い針で刺す疼痛の
みにとどまらない。ヒアリが広く生息している州
では、子馬あるいは成馬の健康に対して大きな悪
影響はないと報告されている。この小さな昆虫は、
労働者、動物、野生生物に対して傷害を与えるのに
加えて、牧場の管理、乾草の生産に影響を及ぼし、
設備にダメージを与え、経済的負担を増やしてし
まう。ヒアリの被害が認められる地域でウマを飼
養する牧場のマネージャーは、この害虫と共存す
るために管理方法を調整し、戦略を開発してきた。
ヒアリの生息範囲が北部ならびに西部へ拡大する
ことによって、より多くの牧場マネージャー、厩舎
やプレジャーホースのオーナーは、この重要な害
虫の危機に曝されてしまう。拡大領域の最前線に
沿って生活している者は、ヒアリの基礎について
熟知すべきであり、また通常とは異なると思われ
るアリの活動に注意を払うべきである。
　よく知られている蟻塚はアリの特徴であるが、
ヒアリについては大きな相違点が一つある。ヒア

リの蟻塚に見られる典型的な特徴は、緩い細粒土
壌の積み重ねであり、その中心部に開口部がない
ことである。代わりに、ヒアリは蟻塚から放射状に
延びる地下トンネルを通って巣から出入りする。
蟻塚の高さは、草が刈り取られた地域では数イン
チであり、手付かずの地域においては18インチも
の高さのものまである。激しい雨によって崩壊し
たヒアリの蟻塚は、数日後に緩く、もこもことした
土壌の積み重ねとして修復される。
　ヒアリの見た目は一般的なアリに類似してい
る。彼らは小さく、その体長は、1/8インチから1/4
インチまで様々である。頭部、胸部ならびに足は赤
色から茶色で、腹部は黒色である。ヒアリと判別す
るためには、およそ12、3匹のアリを採取する必要
があり、それらをアルコールに浸け、居住する地域
にある農業相談員事務所に持って行く必要があ
る。これは慎重になされなければならない。蟻塚を
壊すことによって、たいていアリを刺激してしま
い、非常に多くのアリが這い出し、いかなる垂直な
表面であっても侵入者を刺すために這い上がって
くる。巣が壊れた場合、他の種類のアリは、女王ア
リを守り、卵を安全な場所へ移動する作業のため
に、あちこち動き回る。
　採取する際は、刺されないように注意する。アリ
は粉がまぶされた表面を這い上がることが出来な
いので、皿洗い用グローブにベビーパウダーを振
りかけて、それを着用すればよい。アリを採取して
いる間は、可能な限り蟻塚から離れて、アリが靴に
這い上がってないかを注意して見るべきである。
　ヒアリと判別した場合、春や晩秋に注意深く検
査して、アリの出入りがある蟻塚の数や位置を調
べるべきである。ヒアリ駆除用と表記された殺虫
剤をエサや蟻塚に注意深く降注ぐことで、ヒアリ
を駆除する。「ヒアリの管理方法」で入手できる優
れた情報をうまく活用して欲しい。
　より詳細な情報は、WEBサイトIdentifying Fire 
Ants
http://articles.extension.org/pages/11278/identi
fying-fire-antsを参照して欲しい。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD 

Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
無症候性キャリアーの種牡馬:性感染症の伝播に
おける重要な役割
　ウイルス、細菌および原虫などの性行為によっ
て伝播する様々な病原体は、種牡馬、牝馬あるいは
その両方において、持続感染あるいは保菌状態と
なることが長きに亘り知られてきた。これらの病
原体のいくつか(例：Pseudomonas aeruginosa、莢
膜型のKlebsiella pneumoniae や Streptococcus 
zooepidemicus)は、飼養されているウマのほとんど
に常在している。馬ヘルペスウイルス3型、
Taylorella equigenitalis あるいはT. asinigenitalisな
ど他の病原体は、問題になることはそれほど多く
ない。重要な病原体としては、媾疫の病原体である
Trypanosoma equiperdum もある。本病は、今日そ
の発生が報告されることは稀であるが、世界の地
域や国によっては発生が認められる。
　上記の病原体の中には種牡馬と牝馬の両方に持
続感染するものがあるが、それぞれの感染で疫学
上より重要な役割を果たすのはキャリアーの種牡
馬である。キャリアーの種牡馬は、病原体を交配さ
れた牝馬に広める可能性を持つだけでなく、より
いっそう長期にわたる問題として、ある繁殖期か
ら次の繁殖期にまで感染症の伝播に関与する。
　こうした病原体の中には、馬動脈炎ウイルスや
T.equigenitalis などのように、自然交配あるいは人
工授精によって伝播されるものがあるが、キャリ
アー種牡馬の新鮮冷蔵精液あるいは凍結保存精液
を用いた人工授精の方が、より広範な伝播の危険
性が、より大きい。このことは2006年に米国にお
いて馬ウイルス性動脈炎が流行した過程によって
実証された。この事例では、種付け需要の高い有名
な1頭のクォーターホースの種牡馬から採取した
新鮮冷蔵精液が、ウイルスを米国18州とカナダ2
州の繁殖馬に、わずか2～3週以内という短期間に
広めた原因であった。この結果、馬ウイルス性動脈
炎の流行、本ウイルスの感染既往がない牝馬にお

ける流産、各地で様々な頭数の暴露種牡馬のキャ
リアー化が認められた。
　馬動脈炎ウイルス、馬ヘルペスウイルス3型あ
るいはT. equigenitalis が持続感染している種牡馬
は、無症候性あるいは不顕性キャリアーであるこ
とを強調しておく。T. equiperdum 感染を除いて、
種牡馬がある特定の性感染症の病原体のキャリ
アーかどうかを知るためには、それぞれの病原体
に対する適切な検査手技を用いる以外に方法はな
い。しかしながら、どの性感染症の検査であって
も、その感染症に対する検査能力や実績のある信
頼性の高い獣医検査機関によって行われるという
ことが非常に重要である。特に馬ウイルス性動脈
炎や馬伝染性子宮炎の予防や制御プログラムを成
功させるためには検査機関における検査の信頼性
は非常に重要である。
　馬動脈炎ウイルスあるいはT. equigenitalis の無
症候性キャリアーである種牡馬を取り扱う際のさ
らなる交絡因子は、それらの種牡馬と交配した、感
染既往のない牝馬の多くが、感染兆候をたとえ認
めたとしても極めて軽度でしかないという事実で
ある。そのため、ブリーダーや牝馬のオーナーは、
感染の伝播が起こっていることや問題の種牡馬が
これら2種の性感染症の病原体のキャリアーであ
るということに気付かない。このため、馬ウイルス
性動脈炎の例では、感染既往のない妊娠牝馬と急
性感染した牝馬を一緒に放牧するといった重大な
結果を招いた。米国で2008年～2010年に発生し
たCEMの流行は、T. equigenitalis のキャリアー種
牡馬が、いかに検出されずに輸入検疫をすり抜け、
2008年の最初の症例が最終的には非常に大きな
経済的損失の原因となった、格好の事例である。
　過去や最近の苦い経験は、種牡馬がキャリアー
状態であるかどうかを調べるために、品種にかか
わらずスクリーニングを行うことの重要性を強調
する。このことは、特に馬動脈炎ウイルスに当ては
まる。加えて、種牡馬集団の安全を保証する責任
は、最終的に馬産業にある。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu

(859) 218-1094 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
消毒における洗浄の重要性
　馬房の洗浄と消毒は、バイオセキュリティーに
とって非常に重要であり、疾病の流行をコント
ロールするうえで特に重要である。しかしながら、
誤った情報が多く存在する。
平均1,000ポンドのウマは、1日あたり50ポンドの
糞尿を排泄する。一般的な馬房の壁には、それらに
加えて、病原体を含む可能性のある他の体液（鼻
汁、膿瘍内容物、血液など）や有機物が多く存在す
る。消毒（病原体を殺すための化学薬品による処
理）する必要のあるすべての表面は、まず埃や有機
物を洗浄する必要がある。
　馬房の洗浄は、洗浄剤を用いて手作業で行われ
る。病原体をエアロゾル化してしまうのを避ける
ために、高圧洗浄機を用いるべきではない。宣伝文
句にあるような、汚れた馬房にスプレーで吹き付
けることが出来て、効果的に病原体を殺すことが
できるいわゆる「1ステップ」製品などない。可能
な限り多くの有機物を除去しやすくし取り除くた
めに、表面は合成洗剤あるいは洗浄剤を用いて擦
る必要がある。
　合成洗剤は、有機物を乳化する（浮き上がらせ
る）洗浄剤で、「せっけんかす」を出さない。まず合
成洗剤を用いて馬房の表面を擦り、次いで、埃や有
機物を物理的に取り除くために洗い流す。消毒薬
の噴霧は、必ず表面の洗浄後に行うべきである。
　これまでの研究で、最初に徹底的に洗浄するこ
とで表面から90％以上の細菌が取り除かれるこ
とが示されている。馬ヘルペスウイルス、馬インフ
ルエンザウイルス、馬動脈炎ウイルスは脂質を含
むエンベロープで覆われており、合成洗剤で馬房
表面を洗浄することは、このエンベロープを破壊
しウイルスを不活化するのに役立つ。
　ブリーチは、「硬く、小孔のない、既に洗浄されて
いる表面」に対しては、効果的な消毒薬であるが、
牧場の馬房がそのような材料でできていることは
ほとんどない。ブリーチはまた有機物によって急

速に不活化される。
　消毒薬のラベルには、「ラベル記載と異なる方法
でこの製品を使用することは連邦法違反です。」と
記載されている。使用者はラベルに記載された指
示内容を理解して、それに従うべきであり、また具
体的な質問があれば製造会社に問い合わせるべき
である。「1/2オンスの消毒薬を1ガロンの水で希
釈すること」とラベルに記載されている場合、その
希釈倍率で使用しなければならない。表面の汚れ
がひどい場合には濃度を濃くすれば良いという考
えは、時間と金の無駄でありヒトや動物に健康被
害をもたらし得る。
　異なる消毒薬を混ぜてはならない。例えば、ブ
リーチとアンモニアあるいは強い酸化剤を混ぜた
場合、有毒ガスや危険な化合物を発生させる可能
性がある。米国では、全ての認可済み消毒薬に安全
データシート（以前は、化学物質等安全データシー
トと呼ばれていた）があり、製造会社から入手可能
で、有益な情報が記載されている。
　多くの消毒薬のラベルには、長い病原体リスト
の上に「以下の微生物に対して有効性が証明され
ている。」と記載されている。しかしながら、このリ
ストが作成された方法は、細かい文字で但し書き
として記載されている。消毒薬の多くは、「有機物」
負荷として5％血清存在下で検査されている。糞
便で汚れている馬房の壁は、5％血清以上の有機
物負荷がある。このことが、いかなる消毒薬の有効性
にとっても、洗浄が重要であるという理由である。
　優れた感染症のコントロール法や消毒薬の情報
は、www.cfsph.iastate.eduやwww.aaep.orgにおい
て入手できる。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

黒：定着が確認された地域
紫：定着の可能性がある地域

図1　米国におけるヒアリの分布
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時事解説
　今号のEquine Disease Quarterlyで、Emma 
Adam博士は、ウマの疾病を研究するために利用で
きる新たなゲノミクスの手法について論じてい
る。この記事を彼女が書くということは、とりわけ
注目すべきことだ。なぜなら、Emmaは獣医外科医
としてのトレーニングを受け、その後大学に戻り、
ウマの関節疾患について研究し、博士号を取得し
ているからである。彼女は、これまでの技術で解決
されていない問題に取り組むためにゲノミクスの
手法が効果的な方法であるということを発見し
た。彼女の記事は、ウマのゲノミクスの“基礎”を示
す。ちなみに1990年には、ウマでは、わずか50～
100個の遺伝子が解析され、そのうちのたった7遺
伝子の染色体上の位置が特定されていただけで
あった。2009年まで話を進めると、ウマの全ゲノ
ム塩基配列が解析された。その時点ですぐにでき
た塩基配列データの利用は、既知のウマ疾病の原
因となるDNA変異の同定であった。しかしながら、
それは始まりに過ぎなかった。遺伝子がどのよう
に機能しているのかということを見つけ出そうと
する流れがあった。
　我々がウマに対して何かを行えば、ウマの様々
な遺伝子がオンになったりオフになったりする。
もし遺伝子に欠陥があれば、疾病の発症という結
果となるかもしれない。また遺伝子は、パフォーマ
ンスにとっても重要である。遺伝子のなかには、歩
法、パフォーマンス能を存分に発揮できる最適な
レース距離、性格などに影響する変異を伴うもの
がある。遺伝子の多くは、ウマがある給餌プログラ
ム、トレーニングのレジメやワクチン接種に対し
てより強く反応する、あるいは反応が弱いといっ
たように、ウマの管理実務に影響を及ぼしている。
生産者や調教師は、ウマの管理が最善になるよう
努めている。以上のようなことからも、ゲノミクス

の情報が獣医療と厩舎の両者にとって有益である
ということは明らかであろう。
　またEmmaは、遺伝子、遺伝子の発現、そして遺
伝子がウマにどのように影響するのかを研究する
ためのツールを開発してきた科学者の一人でもあ
る。ゲノミクス以前は、基本的には、ウマに給餌や
トレーニングあるいは治療を行い、その後どのよ
うな臨床効果あるいは表現型に対する効果が現れ
たのかを観察した。Emmaの研究は、新たな別のア
プローチを切り開いた。彼女の研究は、胎子期のい
くつかのステージを含む異なるライフステージに
おける関節や他の膠原線維組織での遺伝子発現を
比較し、どの遺伝子がその組織の正常な発育に影
響したのかを評価したものであった。組織の発達
や修復に寄与する遺伝子を理解することは、獣医
療の発達につながるはずであり、ウマや騎乗者の
健康や福祉に有益である。
　ウマの研究におけるゲノミクス利用を切り開い
たのはEmmaだけではない。獣医療に関する文献
をざっと調べただけで、繁殖、跛行、呼吸器疾患、感
染症、免疫学やさらに他の分野の研究にゲノミク
スを利用している科学者を見つけることができ
る。我々が車を運転するのにメカニックになる必
要がないのと同様に、ウマを楽しむのに分子遺伝
学者になる必要はない。しかし、我々はこれらの新
たなアプローチの発展を知り、理解し、そして促す
必要がある。後続記事に注目を！

連絡先：
Ernie Bailey, PhD 
ebailey@uky.edu
 (859) 218-1105 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2016年第2四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　4月初旬に南アフリカ共和国ウエスタン・ケー
プ州の疫学監視地域でアフリカ馬疫が1例報告さ
れた。それ以降、血清型1型ウイルス感染が他の7
施設において合計20例確認された。
　イギリスならびに米国で馬インフルエンザの発
生が報告された。イギリスでは、少数例を含む1件
の発生が報告された。米国において、本病は風土病
であり、6州で確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、日本、韓国、ス
イス、イギリスならびに米国で、馬ヘルペスウイル
ス1型ならびに4型(EHV-1, -4)に関連する疾患の
発生が報告された。フランス（7件で全て単独症
例）、ドイツ（8施設で9例）、アイルランド（4例）な
らびに米国（様々な州で発生報告有り）で、呼吸器
疾患が診断された。フランス（2件）、ドイツ（5例）、
日本（3施設でそれぞれ1例）、韓国（1例）、スイス
（生後直死2例、うち1例はActinobacillus equuliと
の混合感染）、イギリス（3件）ならびに米国（3例）
で、EHV-1による流産が確認された。フランス（2
件）と米国（4件）で、EHV-1による神経疾患の発生
が報告された。これらの発生には神経病原性ウイ
ルス株あるいは非神経病原性ウイルス株が関与し
ていた。フランス（14件）、ドイツ（6施設で9例）、ス
イス（EHV-1とEHV-4の混合感染を含む1件）で、
EHV-4による呼吸器疾患の発生が報告された。
　フランス（8件）、ドイツ（8施設で10例）、スイス
（3施設）ならびに米国において腺疫の発生が報告
された。本病は、米国において風土病であり、17州
の57施設で発生し、10州では複数の発生が確認さ
れた。
　米国では、温血種の種牡馬2頭が馬動脈炎ウイ
ルスのキャリアーとして確認された。
　米国では、ごく少数のEHV-2や/あるいはEHV-5
感染もまた確認された。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州の
1施設1例とサスカチュワン州の4施設14例の合計

15例が確認された。サスカチュワン州の2施設に
は疫学的な関連があった。米国コロラド州におい
ては、非競走馬1例が診断された。
　フランス（風土病）、スペイン（風土病）および米
国では、馬ピロプラズマ症の発生が報告された。米
国では症例数が増加しており、全てがTheileria 
equi陽性のクォーターホースの競走馬であり、そ
の大多数はテキサス州におけるもので、なかには
草競馬に使用するウマも含まれていた。
　ドイツ（1例）、米国（Salmonella spp.B群7件と
Salmonella spp.C群1件）において、サルモネラ症の
発生が報告された。フランスにおいて、ロタウイル
ス感染症の流行が確認された（13件）。そのうち1
件は、ロタウイルスとコロナウイルスの混合感染
であった。米国では、クロストリジウム腸炎の流行
が報告された。2件はC. difficileが、他の7件はC. 
perfringensが関与していた。スイスとシンガポー
ルで、コクシジウム症ならびMycobacterium avium 
感染の単発症例がそれぞれ確認された。馬伝染性
子宮炎の発生がドイツで報告された。12施設にお
いて20例が確認され、その多くは種牡馬であっ
た。アイスランド種、温血種ならびに冷血種が含ま
れていた。米国では、5例が馬媾疹(EHV-3)、1例が
ノカルジア性胎盤炎(Amycolatopsis spp.)と診断さ
れた。
　米国では、合計18例の東部馬脳炎が発生し、そ
の多くはフロリダ州（11例）とサウスカロライナ
州（5例）で確認された。
　第2四半期にウエストナイル脳炎が再び発生
し、カリフォルニア州とフロリダ州で単発症例が
確認された。
　米国では、アリゾナ州でウマの狂犬病が1例報
告された。
　スイスでは、別々の施設で2例のエールリヒア
症が報告された。
 
パンドラの箱－ウマのゲノミクス
　何千年にもわたりウマの遺伝学は人類にとって
大きな関心事であった。人類は、特にその用語を使
用してこなかったが、ウマの親子関係、出生および
死亡の記録は慣行であった。それは、英国において
ヒトの出生や死亡記録の義務付けの1世紀以上も

前から行われている。「ゲノミクス」という用語は、
遺伝子のあらゆる側面をカバーしており、それは
遺伝学のみではなく、遺伝子の構造や機能なども
含む。
　ゲノムとは、各細胞の中で、分割され折り畳まれ
て染色体に内包されているDNAの全体を指す。
　DNA分子は、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン
(A)ならびにチミン(T)の4種のヌクレオチド塩基
の連なりから成る。ウマゲノムはおよそ27億の塩基
対から成り、ヒトゲノムの大きさと同程度である。
　実際のところ、タンパク質をコードしているの
はゲノムの3%未満である。残りの97%は、以前は
「ジャンクDNA」と呼ばれていたが、今日では、それ
が調節因子としてゲノム全域の発現調節をしてい
ることが知られている。個体によってヌクレオチ
ド配列がそれぞれ異なっている。ウマには芦毛や
鹿毛といった異なる毛色があるが、あくまでも同
じウマである、ということは明白である。しかしな
がら、全ての配列の相違が明らかなわけではなく、
配列の相違は、配列の全領域の相違なのか、あるい
はただの単一ヌクレオチドの相違だけなのかもし
れない。一塩基多型（SNP、通常snipと発音される）
は、配列中で個体によって異なる単一ヌクレオチ
ドであり、ウマの集団の中で低頻度に認められる。
　ウマゲノム全体でおよそ1,000万のSNPが発見
されている。SNPが必ずしも生命体に影響を与え
る変異ではないということを覚えておくことが大
切である。実際のところ、SNPはゲノムのタンパク
質遺伝子に認められることが少ない。その理由と
して、進化によってこれらの領域が機能を厳選し
てきたからである。動物にとって有益でないDNA配
列の変異は遺伝子集団中で残される機会は少ない。
　科学では通常、ゲノムの大まかなロードマップ
としていくつかの選択したSNPを利用する。例え
るならば、道しるべがSNPである地図のようであ
る。もし、私があなたに道順を教えるとすると、「パ
ブで右折して、それから教会を過ぎた後に二つ目
の交差点を左折して下さい」といった具合になる
でしょう。パブと教会は目的地とは関係がなく、単
に案内するためのランドマークでしかなく、それ
はSNPと同じなのである。同じ染色体上で互いに
近接しているSNPは、一緒に遺伝する可能性が高

い。市販のSNPアレイ（SNPチップ）（訳注：多数の
領域のSNPを含む配列を一枚に載せた小型チップ
で、複数のSNPを一度に検出できる）を用いた分子
生物学的技術により、SNP頻度を用いてウマに
よって異なるゲノム領域に迅速に焦点を合わせる
ことができる。
　SNP分析は、興味のある遺伝形質、例えば疾病に
関連している、あるいは自分が対象としている形
質、を含むゲノム領域を絞り込むために非常に有
用な方法である。この方法を用いた研究は、全ゲノ
ム関連分析あるいはGWAS（gee-waahsと発音され
る）と呼ばれている。
　SNP-GWASアプローチは、子馬のラベンダー症
候群、多糖類貯蔵筋症、反回神経麻痺、フェル種ポ
ニーやデール種ポニーの子馬に見られる免疫不全
症候群、離断性骨軟骨症(OCD)、アラブ種やドイツ
温血種に見られる喉嚢鼓張症、ドイツ温血種に見
られる月盲症、フリージアン種に見られる昆虫刺
咬過敏症や水頭症などの疾病について、ゲノムの
関連領域を突きとめるのに役立ってきた。
　我々は、ウマゲノムが抱える豊富な情報を明ら
かにすることの緒についたばかりである。財政的
支援や研究に対する絶え間ない努力により、我々
の想像を絶するさらに驚くような結果が得られる
であろう。この分野に注目を！

連絡先：
Emma N. Adam, BVetMed, MRCVS, DACVIM-LA, 
DACVS-LA, PhD 
emma.adam@uky.edu
(859) 218-1175 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
ウマを飼養する牧場におけるヒアリの調査
　アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア
州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ
シッピー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ
州、オクラホマ州、プエルトリコ、サウスカロライ
ナ州、テネシー州、テキサス州ならびにバージニア
州の一部あるいは全域でヒアリ（red imported fire 

ant）（訳注： Solenopsis invicta、本来は南米に分布。
fire antは狭義には同属の近縁種アカカミアリ
Solenopsis geminateをいう）は発生する。また、ケ
ンタッキー州、メリーランド州およびミズーリ州
でも時々認められてきた(図1)。ヒアリは、広く開
けた陽のあたる土地や牧草地において巣を作る習
性がある。土壌の湿度や冬期の気温が、この侵入性
昆虫の蔓延を制限する主な環境要因となる。この
昆虫の適応能力と共に気候の変化によって、その生
息領域は継続的に徐々に拡大している傾向にある。

　ヒアリの影響は、その悪名高い針で刺す疼痛の
みにとどまらない。ヒアリが広く生息している州
では、子馬あるいは成馬の健康に対して大きな悪
影響はないと報告されている。この小さな昆虫は、
労働者、動物、野生生物に対して傷害を与えるのに
加えて、牧場の管理、乾草の生産に影響を及ぼし、
設備にダメージを与え、経済的負担を増やしてし
まう。ヒアリの被害が認められる地域でウマを飼
養する牧場のマネージャーは、この害虫と共存す
るために管理方法を調整し、戦略を開発してきた。
ヒアリの生息範囲が北部ならびに西部へ拡大する
ことによって、より多くの牧場マネージャー、厩舎
やプレジャーホースのオーナーは、この重要な害
虫の危機に曝されてしまう。拡大領域の最前線に
沿って生活している者は、ヒアリの基礎について
熟知すべきであり、また通常とは異なると思われ
るアリの活動に注意を払うべきである。
　よく知られている蟻塚はアリの特徴であるが、
ヒアリについては大きな相違点が一つある。ヒア

リの蟻塚に見られる典型的な特徴は、緩い細粒土
壌の積み重ねであり、その中心部に開口部がない
ことである。代わりに、ヒアリは蟻塚から放射状に
延びる地下トンネルを通って巣から出入りする。
蟻塚の高さは、草が刈り取られた地域では数イン
チであり、手付かずの地域においては18インチも
の高さのものまである。激しい雨によって崩壊し
たヒアリの蟻塚は、数日後に緩く、もこもことした
土壌の積み重ねとして修復される。
　ヒアリの見た目は一般的なアリに類似してい
る。彼らは小さく、その体長は、1/8インチから1/4
インチまで様々である。頭部、胸部ならびに足は赤
色から茶色で、腹部は黒色である。ヒアリと判別す
るためには、およそ12、3匹のアリを採取する必要
があり、それらをアルコールに浸け、居住する地域
にある農業相談員事務所に持って行く必要があ
る。これは慎重になされなければならない。蟻塚を
壊すことによって、たいていアリを刺激してしま
い、非常に多くのアリが這い出し、いかなる垂直な
表面であっても侵入者を刺すために這い上がって
くる。巣が壊れた場合、他の種類のアリは、女王ア
リを守り、卵を安全な場所へ移動する作業のため
に、あちこち動き回る。
　採取する際は、刺されないように注意する。アリ
は粉がまぶされた表面を這い上がることが出来な
いので、皿洗い用グローブにベビーパウダーを振
りかけて、それを着用すればよい。アリを採取して
いる間は、可能な限り蟻塚から離れて、アリが靴に
這い上がってないかを注意して見るべきである。
　ヒアリと判別した場合、春や晩秋に注意深く検
査して、アリの出入りがある蟻塚の数や位置を調
べるべきである。ヒアリ駆除用と表記された殺虫
剤をエサや蟻塚に注意深く降注ぐことで、ヒアリ
を駆除する。「ヒアリの管理方法」で入手できる優
れた情報をうまく活用して欲しい。
　より詳細な情報は、WEBサイトIdentifying Fire 
Ants
http://articles.extension.org/pages/11278/identi
fying-fire-antsを参照して欲しい。

連絡先：
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Lee.Townsend@uky.edu
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無症候性キャリアーの種牡馬:性感染症の伝播に
おける重要な役割
　ウイルス、細菌および原虫などの性行為によっ
て伝播する様々な病原体は、種牡馬、牝馬あるいは
その両方において、持続感染あるいは保菌状態と
なることが長きに亘り知られてきた。これらの病
原体のいくつか(例：Pseudomonas aeruginosa、莢
膜型のKlebsiella pneumoniae や Streptococcus 
zooepidemicus)は、飼養されているウマのほとんど
に常在している。馬ヘルペスウイルス3型、
Taylorella equigenitalis あるいはT. asinigenitalisな
ど他の病原体は、問題になることはそれほど多く
ない。重要な病原体としては、媾疫の病原体である
Trypanosoma equiperdum もある。本病は、今日そ
の発生が報告されることは稀であるが、世界の地
域や国によっては発生が認められる。
　上記の病原体の中には種牡馬と牝馬の両方に持
続感染するものがあるが、それぞれの感染で疫学
上より重要な役割を果たすのはキャリアーの種牡
馬である。キャリアーの種牡馬は、病原体を交配さ
れた牝馬に広める可能性を持つだけでなく、より
いっそう長期にわたる問題として、ある繁殖期か
ら次の繁殖期にまで感染症の伝播に関与する。
　こうした病原体の中には、馬動脈炎ウイルスや
T.equigenitalis などのように、自然交配あるいは人
工授精によって伝播されるものがあるが、キャリ
アー種牡馬の新鮮冷蔵精液あるいは凍結保存精液
を用いた人工授精の方が、より広範な伝播の危険
性が、より大きい。このことは2006年に米国にお
いて馬ウイルス性動脈炎が流行した過程によって
実証された。この事例では、種付け需要の高い有名
な1頭のクォーターホースの種牡馬から採取した
新鮮冷蔵精液が、ウイルスを米国18州とカナダ2
州の繁殖馬に、わずか2～3週以内という短期間に
広めた原因であった。この結果、馬ウイルス性動脈
炎の流行、本ウイルスの感染既往がない牝馬にお

ける流産、各地で様々な頭数の暴露種牡馬のキャ
リアー化が認められた。
　馬動脈炎ウイルス、馬ヘルペスウイルス3型あ
るいはT. equigenitalis が持続感染している種牡馬
は、無症候性あるいは不顕性キャリアーであるこ
とを強調しておく。T. equiperdum 感染を除いて、
種牡馬がある特定の性感染症の病原体のキャリ
アーかどうかを知るためには、それぞれの病原体
に対する適切な検査手技を用いる以外に方法はな
い。しかしながら、どの性感染症の検査であって
も、その感染症に対する検査能力や実績のある信
頼性の高い獣医検査機関によって行われるという
ことが非常に重要である。特に馬ウイルス性動脈
炎や馬伝染性子宮炎の予防や制御プログラムを成
功させるためには検査機関における検査の信頼性
は非常に重要である。
　馬動脈炎ウイルスあるいはT. equigenitalis の無
症候性キャリアーである種牡馬を取り扱う際のさ
らなる交絡因子は、それらの種牡馬と交配した、感
染既往のない牝馬の多くが、感染兆候をたとえ認
めたとしても極めて軽度でしかないという事実で
ある。そのため、ブリーダーや牝馬のオーナーは、
感染の伝播が起こっていることや問題の種牡馬が
これら2種の性感染症の病原体のキャリアーであ
るということに気付かない。このため、馬ウイルス
性動脈炎の例では、感染既往のない妊娠牝馬と急
性感染した牝馬を一緒に放牧するといった重大な
結果を招いた。米国で2008年～2010年に発生し
たCEMの流行は、T. equigenitalis のキャリアー種
牡馬が、いかに検出されずに輸入検疫をすり抜け、
2008年の最初の症例が最終的には非常に大きな
経済的損失の原因となった、格好の事例である。
　過去や最近の苦い経験は、種牡馬がキャリアー
状態であるかどうかを調べるために、品種にかか
わらずスクリーニングを行うことの重要性を強調
する。このことは、特に馬動脈炎ウイルスに当ては
まる。加えて、種牡馬集団の安全を保証する責任
は、最終的に馬産業にある。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
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消毒における洗浄の重要性
　馬房の洗浄と消毒は、バイオセキュリティーに
とって非常に重要であり、疾病の流行をコント
ロールするうえで特に重要である。しかしながら、
誤った情報が多く存在する。
平均1,000ポンドのウマは、1日あたり50ポンドの
糞尿を排泄する。一般的な馬房の壁には、それらに
加えて、病原体を含む可能性のある他の体液（鼻
汁、膿瘍内容物、血液など）や有機物が多く存在す
る。消毒（病原体を殺すための化学薬品による処
理）する必要のあるすべての表面は、まず埃や有機
物を洗浄する必要がある。
　馬房の洗浄は、洗浄剤を用いて手作業で行われ
る。病原体をエアロゾル化してしまうのを避ける
ために、高圧洗浄機を用いるべきではない。宣伝文
句にあるような、汚れた馬房にスプレーで吹き付
けることが出来て、効果的に病原体を殺すことが
できるいわゆる「1ステップ」製品などない。可能
な限り多くの有機物を除去しやすくし取り除くた
めに、表面は合成洗剤あるいは洗浄剤を用いて擦
る必要がある。
　合成洗剤は、有機物を乳化する（浮き上がらせ
る）洗浄剤で、「せっけんかす」を出さない。まず合
成洗剤を用いて馬房の表面を擦り、次いで、埃や有
機物を物理的に取り除くために洗い流す。消毒薬
の噴霧は、必ず表面の洗浄後に行うべきである。
　これまでの研究で、最初に徹底的に洗浄するこ
とで表面から90％以上の細菌が取り除かれるこ
とが示されている。馬ヘルペスウイルス、馬インフ
ルエンザウイルス、馬動脈炎ウイルスは脂質を含
むエンベロープで覆われており、合成洗剤で馬房
表面を洗浄することは、このエンベロープを破壊
しウイルスを不活化するのに役立つ。
　ブリーチは、「硬く、小孔のない、既に洗浄されて
いる表面」に対しては、効果的な消毒薬であるが、
牧場の馬房がそのような材料でできていることは
ほとんどない。ブリーチはまた有機物によって急

速に不活化される。
　消毒薬のラベルには、「ラベル記載と異なる方法
でこの製品を使用することは連邦法違反です。」と
記載されている。使用者はラベルに記載された指
示内容を理解して、それに従うべきであり、また具
体的な質問があれば製造会社に問い合わせるべき
である。「1/2オンスの消毒薬を1ガロンの水で希
釈すること」とラベルに記載されている場合、その
希釈倍率で使用しなければならない。表面の汚れ
がひどい場合には濃度を濃くすれば良いという考
えは、時間と金の無駄でありヒトや動物に健康被
害をもたらし得る。
　異なる消毒薬を混ぜてはならない。例えば、ブ
リーチとアンモニアあるいは強い酸化剤を混ぜた
場合、有毒ガスや危険な化合物を発生させる可能
性がある。米国では、全ての認可済み消毒薬に安全
データシート（以前は、化学物質等安全データシー
トと呼ばれていた）があり、製造会社から入手可能
で、有益な情報が記載されている。
　多くの消毒薬のラベルには、長い病原体リスト
の上に「以下の微生物に対して有効性が証明され
ている。」と記載されている。しかしながら、このリ
ストが作成された方法は、細かい文字で但し書き
として記載されている。消毒薬の多くは、「有機物」
負荷として5％血清存在下で検査されている。糞
便で汚れている馬房の壁は、5％血清以上の有機
物負荷がある。このことが、いかなる消毒薬の有効性
にとっても、洗浄が重要であるという理由である。
　優れた感染症のコントロール法や消毒薬の情報
は、www.cfsph.iastate.eduやwww.aaep.orgにおい
て入手できる。

連絡先：
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rmdwyer@uky.edu
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Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　今号のEquine Disease Quarterlyで、Emma 
Adam博士は、ウマの疾病を研究するために利用で
きる新たなゲノミクスの手法について論じてい
る。この記事を彼女が書くということは、とりわけ
注目すべきことだ。なぜなら、Emmaは獣医外科医
としてのトレーニングを受け、その後大学に戻り、
ウマの関節疾患について研究し、博士号を取得し
ているからである。彼女は、これまでの技術で解決
されていない問題に取り組むためにゲノミクスの
手法が効果的な方法であるということを発見し
た。彼女の記事は、ウマのゲノミクスの“基礎”を示
す。ちなみに1990年には、ウマでは、わずか50～
100個の遺伝子が解析され、そのうちのたった7遺
伝子の染色体上の位置が特定されていただけで
あった。2009年まで話を進めると、ウマの全ゲノ
ム塩基配列が解析された。その時点ですぐにでき
た塩基配列データの利用は、既知のウマ疾病の原
因となるDNA変異の同定であった。しかしながら、
それは始まりに過ぎなかった。遺伝子がどのよう
に機能しているのかということを見つけ出そうと
する流れがあった。
　我々がウマに対して何かを行えば、ウマの様々
な遺伝子がオンになったりオフになったりする。
もし遺伝子に欠陥があれば、疾病の発症という結
果となるかもしれない。また遺伝子は、パフォーマ
ンスにとっても重要である。遺伝子のなかには、歩
法、パフォーマンス能を存分に発揮できる最適な
レース距離、性格などに影響する変異を伴うもの
がある。遺伝子の多くは、ウマがある給餌プログラ
ム、トレーニングのレジメやワクチン接種に対し
てより強く反応する、あるいは反応が弱いといっ
たように、ウマの管理実務に影響を及ぼしている。
生産者や調教師は、ウマの管理が最善になるよう
努めている。以上のようなことからも、ゲノミクス

の情報が獣医療と厩舎の両者にとって有益である
ということは明らかであろう。
　またEmmaは、遺伝子、遺伝子の発現、そして遺
伝子がウマにどのように影響するのかを研究する
ためのツールを開発してきた科学者の一人でもあ
る。ゲノミクス以前は、基本的には、ウマに給餌や
トレーニングあるいは治療を行い、その後どのよ
うな臨床効果あるいは表現型に対する効果が現れ
たのかを観察した。Emmaの研究は、新たな別のア
プローチを切り開いた。彼女の研究は、胎子期のい
くつかのステージを含む異なるライフステージに
おける関節や他の膠原線維組織での遺伝子発現を
比較し、どの遺伝子がその組織の正常な発育に影
響したのかを評価したものであった。組織の発達
や修復に寄与する遺伝子を理解することは、獣医
療の発達につながるはずであり、ウマや騎乗者の
健康や福祉に有益である。
　ウマの研究におけるゲノミクス利用を切り開い
たのはEmmaだけではない。獣医療に関する文献
をざっと調べただけで、繁殖、跛行、呼吸器疾患、感
染症、免疫学やさらに他の分野の研究にゲノミク
スを利用している科学者を見つけることができ
る。我々が車を運転するのにメカニックになる必
要がないのと同様に、ウマを楽しむのに分子遺伝
学者になる必要はない。しかし、我々はこれらの新
たなアプローチの発展を知り、理解し、そして促す
必要がある。後続記事に注目を！

連絡先：
Ernie Bailey, PhD 
ebailey@uky.edu
 (859) 218-1105 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2016年第2四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　4月初旬に南アフリカ共和国ウエスタン・ケー
プ州の疫学監視地域でアフリカ馬疫が1例報告さ
れた。それ以降、血清型1型ウイルス感染が他の7
施設において合計20例確認された。
　イギリスならびに米国で馬インフルエンザの発
生が報告された。イギリスでは、少数例を含む1件
の発生が報告された。米国において、本病は風土病
であり、6州で確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、日本、韓国、ス
イス、イギリスならびに米国で、馬ヘルペスウイル
ス1型ならびに4型(EHV-1, -4)に関連する疾患の
発生が報告された。フランス（7件で全て単独症
例）、ドイツ（8施設で9例）、アイルランド（4例）な
らびに米国（様々な州で発生報告有り）で、呼吸器
疾患が診断された。フランス（2件）、ドイツ（5例）、
日本（3施設でそれぞれ1例）、韓国（1例）、スイス
（生後直死2例、うち1例はActinobacillus equuliと
の混合感染）、イギリス（3件）ならびに米国（3例）
で、EHV-1による流産が確認された。フランス（2
件）と米国（4件）で、EHV-1による神経疾患の発生
が報告された。これらの発生には神経病原性ウイ
ルス株あるいは非神経病原性ウイルス株が関与し
ていた。フランス（14件）、ドイツ（6施設で9例）、ス
イス（EHV-1とEHV-4の混合感染を含む1件）で、
EHV-4による呼吸器疾患の発生が報告された。
　フランス（8件）、ドイツ（8施設で10例）、スイス
（3施設）ならびに米国において腺疫の発生が報告
された。本病は、米国において風土病であり、17州
の57施設で発生し、10州では複数の発生が確認さ
れた。
　米国では、温血種の種牡馬2頭が馬動脈炎ウイ
ルスのキャリアーとして確認された。
　米国では、ごく少数のEHV-2や/あるいはEHV-5
感染もまた確認された。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州の
1施設1例とサスカチュワン州の4施設14例の合計

15例が確認された。サスカチュワン州の2施設に
は疫学的な関連があった。米国コロラド州におい
ては、非競走馬1例が診断された。
　フランス（風土病）、スペイン（風土病）および米
国では、馬ピロプラズマ症の発生が報告された。米
国では症例数が増加しており、全てがTheileria 
equi陽性のクォーターホースの競走馬であり、そ
の大多数はテキサス州におけるもので、なかには
草競馬に使用するウマも含まれていた。
　ドイツ（1例）、米国（Salmonella spp.B群7件と
Salmonella spp.C群1件）において、サルモネラ症の
発生が報告された。フランスにおいて、ロタウイル
ス感染症の流行が確認された（13件）。そのうち1
件は、ロタウイルスとコロナウイルスの混合感染
であった。米国では、クロストリジウム腸炎の流行
が報告された。2件はC. difficileが、他の7件はC. 
perfringensが関与していた。スイスとシンガポー
ルで、コクシジウム症ならびMycobacterium avium 
感染の単発症例がそれぞれ確認された。馬伝染性
子宮炎の発生がドイツで報告された。12施設にお
いて20例が確認され、その多くは種牡馬であっ
た。アイスランド種、温血種ならびに冷血種が含ま
れていた。米国では、5例が馬媾疹(EHV-3)、1例が
ノカルジア性胎盤炎(Amycolatopsis spp.)と診断さ
れた。
　米国では、合計18例の東部馬脳炎が発生し、そ
の多くはフロリダ州（11例）とサウスカロライナ
州（5例）で確認された。
　第2四半期にウエストナイル脳炎が再び発生
し、カリフォルニア州とフロリダ州で単発症例が
確認された。
　米国では、アリゾナ州でウマの狂犬病が1例報
告された。
　スイスでは、別々の施設で2例のエールリヒア
症が報告された。
 
パンドラの箱－ウマのゲノミクス
　何千年にもわたりウマの遺伝学は人類にとって
大きな関心事であった。人類は、特にその用語を使
用してこなかったが、ウマの親子関係、出生および
死亡の記録は慣行であった。それは、英国において
ヒトの出生や死亡記録の義務付けの1世紀以上も

前から行われている。「ゲノミクス」という用語は、
遺伝子のあらゆる側面をカバーしており、それは
遺伝学のみではなく、遺伝子の構造や機能なども
含む。
　ゲノムとは、各細胞の中で、分割され折り畳まれ
て染色体に内包されているDNAの全体を指す。
　DNA分子は、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン
(A)ならびにチミン(T)の4種のヌクレオチド塩基
の連なりから成る。ウマゲノムはおよそ27億の塩基
対から成り、ヒトゲノムの大きさと同程度である。
　実際のところ、タンパク質をコードしているの
はゲノムの3%未満である。残りの97%は、以前は
「ジャンクDNA」と呼ばれていたが、今日では、それ
が調節因子としてゲノム全域の発現調節をしてい
ることが知られている。個体によってヌクレオチ
ド配列がそれぞれ異なっている。ウマには芦毛や
鹿毛といった異なる毛色があるが、あくまでも同
じウマである、ということは明白である。しかしな
がら、全ての配列の相違が明らかなわけではなく、
配列の相違は、配列の全領域の相違なのか、あるい
はただの単一ヌクレオチドの相違だけなのかもし
れない。一塩基多型（SNP、通常snipと発音される）
は、配列中で個体によって異なる単一ヌクレオチ
ドであり、ウマの集団の中で低頻度に認められる。
　ウマゲノム全体でおよそ1,000万のSNPが発見
されている。SNPが必ずしも生命体に影響を与え
る変異ではないということを覚えておくことが大
切である。実際のところ、SNPはゲノムのタンパク
質遺伝子に認められることが少ない。その理由と
して、進化によってこれらの領域が機能を厳選し
てきたからである。動物にとって有益でないDNA配
列の変異は遺伝子集団中で残される機会は少ない。
　科学では通常、ゲノムの大まかなロードマップ
としていくつかの選択したSNPを利用する。例え
るならば、道しるべがSNPである地図のようであ
る。もし、私があなたに道順を教えるとすると、「パ
ブで右折して、それから教会を過ぎた後に二つ目
の交差点を左折して下さい」といった具合になる
でしょう。パブと教会は目的地とは関係がなく、単
に案内するためのランドマークでしかなく、それ
はSNPと同じなのである。同じ染色体上で互いに
近接しているSNPは、一緒に遺伝する可能性が高

い。市販のSNPアレイ（SNPチップ）（訳注：多数の
領域のSNPを含む配列を一枚に載せた小型チップ
で、複数のSNPを一度に検出できる）を用いた分子
生物学的技術により、SNP頻度を用いてウマに
よって異なるゲノム領域に迅速に焦点を合わせる
ことができる。
　SNP分析は、興味のある遺伝形質、例えば疾病に
関連している、あるいは自分が対象としている形
質、を含むゲノム領域を絞り込むために非常に有
用な方法である。この方法を用いた研究は、全ゲノ
ム関連分析あるいはGWAS（gee-waahsと発音され
る）と呼ばれている。
　SNP-GWASアプローチは、子馬のラベンダー症
候群、多糖類貯蔵筋症、反回神経麻痺、フェル種ポ
ニーやデール種ポニーの子馬に見られる免疫不全
症候群、離断性骨軟骨症(OCD)、アラブ種やドイツ
温血種に見られる喉嚢鼓張症、ドイツ温血種に見
られる月盲症、フリージアン種に見られる昆虫刺
咬過敏症や水頭症などの疾病について、ゲノムの
関連領域を突きとめるのに役立ってきた。
　我々は、ウマゲノムが抱える豊富な情報を明ら
かにすることの緒についたばかりである。財政的
支援や研究に対する絶え間ない努力により、我々
の想像を絶するさらに驚くような結果が得られる
であろう。この分野に注目を！

連絡先：
Emma N. Adam, BVetMed, MRCVS, DACVIM-LA, 
DACVS-LA, PhD 
emma.adam@uky.edu
(859) 218-1175 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
ウマを飼養する牧場におけるヒアリの調査
　アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア
州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ
シッピー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ
州、オクラホマ州、プエルトリコ、サウスカロライ
ナ州、テネシー州、テキサス州ならびにバージニア
州の一部あるいは全域でヒアリ（red imported fire 

ant）（訳注： Solenopsis invicta、本来は南米に分布。
fire antは狭義には同属の近縁種アカカミアリ
Solenopsis geminateをいう）は発生する。また、ケ
ンタッキー州、メリーランド州およびミズーリ州
でも時々認められてきた(図1)。ヒアリは、広く開
けた陽のあたる土地や牧草地において巣を作る習
性がある。土壌の湿度や冬期の気温が、この侵入性
昆虫の蔓延を制限する主な環境要因となる。この
昆虫の適応能力と共に気候の変化によって、その生
息領域は継続的に徐々に拡大している傾向にある。

　ヒアリの影響は、その悪名高い針で刺す疼痛の
みにとどまらない。ヒアリが広く生息している州
では、子馬あるいは成馬の健康に対して大きな悪
影響はないと報告されている。この小さな昆虫は、
労働者、動物、野生生物に対して傷害を与えるのに
加えて、牧場の管理、乾草の生産に影響を及ぼし、
設備にダメージを与え、経済的負担を増やしてし
まう。ヒアリの被害が認められる地域でウマを飼
養する牧場のマネージャーは、この害虫と共存す
るために管理方法を調整し、戦略を開発してきた。
ヒアリの生息範囲が北部ならびに西部へ拡大する
ことによって、より多くの牧場マネージャー、厩舎
やプレジャーホースのオーナーは、この重要な害
虫の危機に曝されてしまう。拡大領域の最前線に
沿って生活している者は、ヒアリの基礎について
熟知すべきであり、また通常とは異なると思われ
るアリの活動に注意を払うべきである。
　よく知られている蟻塚はアリの特徴であるが、
ヒアリについては大きな相違点が一つある。ヒア

リの蟻塚に見られる典型的な特徴は、緩い細粒土
壌の積み重ねであり、その中心部に開口部がない
ことである。代わりに、ヒアリは蟻塚から放射状に
延びる地下トンネルを通って巣から出入りする。
蟻塚の高さは、草が刈り取られた地域では数イン
チであり、手付かずの地域においては18インチも
の高さのものまである。激しい雨によって崩壊し
たヒアリの蟻塚は、数日後に緩く、もこもことした
土壌の積み重ねとして修復される。
　ヒアリの見た目は一般的なアリに類似してい
る。彼らは小さく、その体長は、1/8インチから1/4
インチまで様々である。頭部、胸部ならびに足は赤
色から茶色で、腹部は黒色である。ヒアリと判別す
るためには、およそ12、3匹のアリを採取する必要
があり、それらをアルコールに浸け、居住する地域
にある農業相談員事務所に持って行く必要があ
る。これは慎重になされなければならない。蟻塚を
壊すことによって、たいていアリを刺激してしま
い、非常に多くのアリが這い出し、いかなる垂直な
表面であっても侵入者を刺すために這い上がって
くる。巣が壊れた場合、他の種類のアリは、女王ア
リを守り、卵を安全な場所へ移動する作業のため
に、あちこち動き回る。
　採取する際は、刺されないように注意する。アリ
は粉がまぶされた表面を這い上がることが出来な
いので、皿洗い用グローブにベビーパウダーを振
りかけて、それを着用すればよい。アリを採取して
いる間は、可能な限り蟻塚から離れて、アリが靴に
這い上がってないかを注意して見るべきである。
　ヒアリと判別した場合、春や晩秋に注意深く検
査して、アリの出入りがある蟻塚の数や位置を調
べるべきである。ヒアリ駆除用と表記された殺虫
剤をエサや蟻塚に注意深く降注ぐことで、ヒアリ
を駆除する。「ヒアリの管理方法」で入手できる優
れた情報をうまく活用して欲しい。
　より詳細な情報は、WEBサイトIdentifying Fire 
Ants
http://articles.extension.org/pages/11278/identi
fying-fire-antsを参照して欲しい。

連絡先：
Lee Townsend, MS, PhD 

Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
無症候性キャリアーの種牡馬:性感染症の伝播に
おける重要な役割
　ウイルス、細菌および原虫などの性行為によっ
て伝播する様々な病原体は、種牡馬、牝馬あるいは
その両方において、持続感染あるいは保菌状態と
なることが長きに亘り知られてきた。これらの病
原体のいくつか(例：Pseudomonas aeruginosa、莢
膜型のKlebsiella pneumoniae や Streptococcus 
zooepidemicus)は、飼養されているウマのほとんど
に常在している。馬ヘルペスウイルス3型、
Taylorella equigenitalis あるいはT. asinigenitalisな
ど他の病原体は、問題になることはそれほど多く
ない。重要な病原体としては、媾疫の病原体である
Trypanosoma equiperdum もある。本病は、今日そ
の発生が報告されることは稀であるが、世界の地
域や国によっては発生が認められる。
　上記の病原体の中には種牡馬と牝馬の両方に持
続感染するものがあるが、それぞれの感染で疫学
上より重要な役割を果たすのはキャリアーの種牡
馬である。キャリアーの種牡馬は、病原体を交配さ
れた牝馬に広める可能性を持つだけでなく、より
いっそう長期にわたる問題として、ある繁殖期か
ら次の繁殖期にまで感染症の伝播に関与する。
　こうした病原体の中には、馬動脈炎ウイルスや
T.equigenitalis などのように、自然交配あるいは人
工授精によって伝播されるものがあるが、キャリ
アー種牡馬の新鮮冷蔵精液あるいは凍結保存精液
を用いた人工授精の方が、より広範な伝播の危険
性が、より大きい。このことは2006年に米国にお
いて馬ウイルス性動脈炎が流行した過程によって
実証された。この事例では、種付け需要の高い有名
な1頭のクォーターホースの種牡馬から採取した
新鮮冷蔵精液が、ウイルスを米国18州とカナダ2
州の繁殖馬に、わずか2～3週以内という短期間に
広めた原因であった。この結果、馬ウイルス性動脈
炎の流行、本ウイルスの感染既往がない牝馬にお

ける流産、各地で様々な頭数の暴露種牡馬のキャ
リアー化が認められた。
　馬動脈炎ウイルス、馬ヘルペスウイルス3型あ
るいはT. equigenitalis が持続感染している種牡馬
は、無症候性あるいは不顕性キャリアーであるこ
とを強調しておく。T. equiperdum 感染を除いて、
種牡馬がある特定の性感染症の病原体のキャリ
アーかどうかを知るためには、それぞれの病原体
に対する適切な検査手技を用いる以外に方法はな
い。しかしながら、どの性感染症の検査であって
も、その感染症に対する検査能力や実績のある信
頼性の高い獣医検査機関によって行われるという
ことが非常に重要である。特に馬ウイルス性動脈
炎や馬伝染性子宮炎の予防や制御プログラムを成
功させるためには検査機関における検査の信頼性
は非常に重要である。
　馬動脈炎ウイルスあるいはT. equigenitalis の無
症候性キャリアーである種牡馬を取り扱う際のさ
らなる交絡因子は、それらの種牡馬と交配した、感
染既往のない牝馬の多くが、感染兆候をたとえ認
めたとしても極めて軽度でしかないという事実で
ある。そのため、ブリーダーや牝馬のオーナーは、
感染の伝播が起こっていることや問題の種牡馬が
これら2種の性感染症の病原体のキャリアーであ
るということに気付かない。このため、馬ウイルス
性動脈炎の例では、感染既往のない妊娠牝馬と急
性感染した牝馬を一緒に放牧するといった重大な
結果を招いた。米国で2008年～2010年に発生し
たCEMの流行は、T. equigenitalis のキャリアー種
牡馬が、いかに検出されずに輸入検疫をすり抜け、
2008年の最初の症例が最終的には非常に大きな
経済的損失の原因となった、格好の事例である。
　過去や最近の苦い経験は、種牡馬がキャリアー
状態であるかどうかを調べるために、品種にかか
わらずスクリーニングを行うことの重要性を強調
する。このことは、特に馬動脈炎ウイルスに当ては
まる。加えて、種牡馬集団の安全を保証する責任
は、最終的に馬産業にある。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu

(859) 218-1094 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
消毒における洗浄の重要性
　馬房の洗浄と消毒は、バイオセキュリティーに
とって非常に重要であり、疾病の流行をコント
ロールするうえで特に重要である。しかしながら、
誤った情報が多く存在する。
平均1,000ポンドのウマは、1日あたり50ポンドの
糞尿を排泄する。一般的な馬房の壁には、それらに
加えて、病原体を含む可能性のある他の体液（鼻
汁、膿瘍内容物、血液など）や有機物が多く存在す
る。消毒（病原体を殺すための化学薬品による処
理）する必要のあるすべての表面は、まず埃や有機
物を洗浄する必要がある。
　馬房の洗浄は、洗浄剤を用いて手作業で行われ
る。病原体をエアロゾル化してしまうのを避ける
ために、高圧洗浄機を用いるべきではない。宣伝文
句にあるような、汚れた馬房にスプレーで吹き付
けることが出来て、効果的に病原体を殺すことが
できるいわゆる「1ステップ」製品などない。可能
な限り多くの有機物を除去しやすくし取り除くた
めに、表面は合成洗剤あるいは洗浄剤を用いて擦
る必要がある。
　合成洗剤は、有機物を乳化する（浮き上がらせ
る）洗浄剤で、「せっけんかす」を出さない。まず合
成洗剤を用いて馬房の表面を擦り、次いで、埃や有
機物を物理的に取り除くために洗い流す。消毒薬
の噴霧は、必ず表面の洗浄後に行うべきである。
　これまでの研究で、最初に徹底的に洗浄するこ
とで表面から90％以上の細菌が取り除かれるこ
とが示されている。馬ヘルペスウイルス、馬インフ
ルエンザウイルス、馬動脈炎ウイルスは脂質を含
むエンベロープで覆われており、合成洗剤で馬房
表面を洗浄することは、このエンベロープを破壊
しウイルスを不活化するのに役立つ。
　ブリーチは、「硬く、小孔のない、既に洗浄されて
いる表面」に対しては、効果的な消毒薬であるが、
牧場の馬房がそのような材料でできていることは
ほとんどない。ブリーチはまた有機物によって急

速に不活化される。
　消毒薬のラベルには、「ラベル記載と異なる方法
でこの製品を使用することは連邦法違反です。」と
記載されている。使用者はラベルに記載された指
示内容を理解して、それに従うべきであり、また具
体的な質問があれば製造会社に問い合わせるべき
である。「1/2オンスの消毒薬を1ガロンの水で希
釈すること」とラベルに記載されている場合、その
希釈倍率で使用しなければならない。表面の汚れ
がひどい場合には濃度を濃くすれば良いという考
えは、時間と金の無駄でありヒトや動物に健康被
害をもたらし得る。
　異なる消毒薬を混ぜてはならない。例えば、ブ
リーチとアンモニアあるいは強い酸化剤を混ぜた
場合、有毒ガスや危険な化合物を発生させる可能
性がある。米国では、全ての認可済み消毒薬に安全
データシート（以前は、化学物質等安全データシー
トと呼ばれていた）があり、製造会社から入手可能
で、有益な情報が記載されている。
　多くの消毒薬のラベルには、長い病原体リスト
の上に「以下の微生物に対して有効性が証明され
ている。」と記載されている。しかしながら、このリ
ストが作成された方法は、細かい文字で但し書き
として記載されている。消毒薬の多くは、「有機物」
負荷として5％血清存在下で検査されている。糞
便で汚れている馬房の壁は、5％血清以上の有機
物負荷がある。このことが、いかなる消毒薬の有効性
にとっても、洗浄が重要であるという理由である。
　優れた感染症のコントロール法や消毒薬の情報
は、www.cfsph.iastate.eduやwww.aaep.orgにおい
て入手できる。

連絡先：
Roberta M. Dwyer, DVM, MS, DACVPM 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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要約
　ウマ、鞍、騎乗者の相互関係についての知見は限
られている。本研究の目的は、軽速歩時における騎
乗者の姿勢が鞍にかかる圧力分布、ウマの脊椎の
動き、鐙にかかる力およびウマの動きに与える影
響を比較することである。ウマの背中の動きは、
T6、T12、T16およびL2、L5に装着した慣性セン
サーにて測定した。また、鞍にかかる圧力分布は圧
力マットで、鐙にかかる力は力覚センサーによっ
て測定した。ウマおよび騎乗者の質量中心は2次
元反射マーカーから算出した。実験には3頭のウ
マを用い、騎乗者は同じとした。騎乗者が鞍に座っ
ている時（sitt ing phase）、鐙に立っている時
（standing phase）、それぞれの測定値の平均値±
SDを算出し、統計解析を行った。左右の鐙にかか
る力は、1完歩において2回のピーク値が観察さ
れ、standing phaseの方が有意に高かった。また、
圧力マットで検出された力は、sitting phaseの方
がstanding phaseに比較して有意に高値を示し
た。ウマの脊椎の動きについては、騎乗者の
standing phaseよりもsitting phaseの方がT12-16
およびT16-L2における関節角度変化が有意に減
少し、T6-T12およびL2-L5における関節角度変化

は有意に増加した。軽速歩中の騎乗者が鞍に座っ
ている間は、ウマの背中にかかる力が増加するだ
けではなく、鞍下の背中の動きも制限することが
明らかとなった。これらの結果は、ウマと騎乗者の
関係およびウマの背部痛に関して理解を深めるも
のである。
　モーションキャプチャなど、ウマの背中の動き
を捉えるための測定機器やそれについて述べた論
文はこれまでにも多く存在するが、測定機器の問
題から鞍下の背部の動きは測定できていなかっ
た。本研究ではワイヤレス慣性センサーを用いる
ことで、鞍下の背中の動きも捉えることが可能と
なった。本研究の結果は、騎乗者からウマの背中に
かかる力の大きさとウマの背部の動きに密接な関
連があると示唆するものである。軽速歩中は騎乗
者が鞍に座るsitting phaseと、鞍から離れて立ち
上がるstanding phaseがある。これに伴い、ウマの
背中にかかる力も前者で高く、後者で低い。また、
ウマの背部における力の分布も2つのphaseで異
なっており、si t t ing  phaseでは尾側方向に、
standing phaseでは頭側方向により大きな力がか
かっていた。関節角度範囲の変化は背部にかかる
力の最大値の相違によるものと示唆される。つま

り、ウマの背中に負荷がかかると、その負荷に抵抗
するために筋収縮が起こり、関節角度の変化が小
さくなると考えられた。
　本研究の結果は1人の騎乗者のみであり、この
騎乗者の癖を反映している可能性はあるが、騎乗
者とウマの背部の動きに関する新たな知見であ
る。
　競走馬、乗馬を問わず背部痛を抱えたウマは多
いと考えられる。本研究のような背中の動きに注

目した研究の発展は、背部痛を抱えたウマのリハ
ビリプログラムにも応用可能であるかもしれな
い。また、これまでは3Dモーションキャプチャの
ような高額な機械が必要であったのにも関わら
ず、鞍下の動きは観察できなかった。本研究で使用
したようなワイヤレス慣性センサーのような機器
を使えば、これまで観察できなかったような部位
の動きが検証できるかもしれないので、今後本会
でも実験系を考えたり、追試する必要性を感じた。

軽速歩時の騎乗者の姿勢によるウマのバイオメカニクスに
対する影響（背中、体幹、鞍にかかる力）

Effect of the rider position during rising trot on the horse’s biomechanics
 (back and trunk kinematics and pressure under the saddle)

P. Martin, L. Cheze, P. Pourcelot, L. Desquilbet, L. Duray, H. Chateau
Journal of Biomechanics 2016 ; vol49, 1027-1033.

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋佑治
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要約
　ウマ、鞍、騎乗者の相互関係についての知見は限
られている。本研究の目的は、軽速歩時における騎
乗者の姿勢が鞍にかかる圧力分布、ウマの脊椎の
動き、鐙にかかる力およびウマの動きに与える影
響を比較することである。ウマの背中の動きは、
T6、T12、T16およびL2、L5に装着した慣性セン
サーにて測定した。また、鞍にかかる圧力分布は圧
力マットで、鐙にかかる力は力覚センサーによっ
て測定した。ウマおよび騎乗者の質量中心は2次
元反射マーカーから算出した。実験には3頭のウ
マを用い、騎乗者は同じとした。騎乗者が鞍に座っ
ている時（sitt ing phase）、鐙に立っている時
（standing phase）、それぞれの測定値の平均値±
SDを算出し、統計解析を行った。左右の鐙にかか
る力は、1完歩において2回のピーク値が観察さ
れ、standing phaseの方が有意に高かった。また、
圧力マットで検出された力は、sitting phaseの方
がstanding phaseに比較して有意に高値を示し
た。ウマの脊椎の動きについては、騎乗者の
standing phaseよりもsitting phaseの方がT12-16
およびT16-L2における関節角度変化が有意に減
少し、T6-T12およびL2-L5における関節角度変化

は有意に増加した。軽速歩中の騎乗者が鞍に座っ
ている間は、ウマの背中にかかる力が増加するだ
けではなく、鞍下の背中の動きも制限することが
明らかとなった。これらの結果は、ウマと騎乗者の
関係およびウマの背部痛に関して理解を深めるも
のである。
　モーションキャプチャなど、ウマの背中の動き
を捉えるための測定機器やそれについて述べた論
文はこれまでにも多く存在するが、測定機器の問
題から鞍下の背部の動きは測定できていなかっ
た。本研究ではワイヤレス慣性センサーを用いる
ことで、鞍下の背中の動きも捉えることが可能と
なった。本研究の結果は、騎乗者からウマの背中に
かかる力の大きさとウマの背部の動きに密接な関
連があると示唆するものである。軽速歩中は騎乗
者が鞍に座るsitting phaseと、鞍から離れて立ち
上がるstanding phaseがある。これに伴い、ウマの
背中にかかる力も前者で高く、後者で低い。また、
ウマの背部における力の分布も2つのphaseで異
なっており、si t t ing  phaseでは尾側方向に、
standing phaseでは頭側方向により大きな力がか
かっていた。関節角度範囲の変化は背部にかかる
力の最大値の相違によるものと示唆される。つま

り、ウマの背中に負荷がかかると、その負荷に抵抗
するために筋収縮が起こり、関節角度の変化が小
さくなると考えられた。
　本研究の結果は1人の騎乗者のみであり、この
騎乗者の癖を反映している可能性はあるが、騎乗
者とウマの背部の動きに関する新たな知見であ
る。
　競走馬、乗馬を問わず背部痛を抱えたウマは多
いと考えられる。本研究のような背中の動きに注

目した研究の発展は、背部痛を抱えたウマのリハ
ビリプログラムにも応用可能であるかもしれな
い。また、これまでは3Dモーションキャプチャの
ような高額な機械が必要であったのにも関わら
ず、鞍下の動きは観察できなかった。本研究で使用
したようなワイヤレス慣性センサーのような機器
を使えば、これまで観察できなかったような部位
の動きが検証できるかもしれないので、今後本会
でも実験系を考えたり、追試する必要性を感じた。
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学会見聞記

第207回つくば病理談話会ならびに
第103回JPCスライドセミナー

　第207回つくば病理談話会・第103回JPCスライ
ドセミナーが、平成28年8月 5日（金）につくば市
の農研機構動物衛生研究部門で開催され、参加し
たのでその概要を報告する。

１．第207回つくば病理談話会
　発表された演題は以下の2題であった。

○牛のTrueperella pyogenesによる疣贅性心内膜
炎、疣贅性心内膜炎による循環不全の影響を疑う
肝臓の線維化

平野晃司（埼玉県中央家畜保健衛生所）
　提出症例は、ホルスタイン種、雌、10ヶ月齢の牛
で、発生状況および臨床所見としては、成牛38頭、
育成牛8頭を飼養する酪農家で、9ヶ月齢の育成牛
1頭が右後肢疼痛による負重困難を呈した後、さ
らに頚静脈怒張及び心雑音を呈して起立不能と
なったため、病性鑑定が実施された。病原検索で
は、細菌学検査でTrueperella pyogenesが肺と心臓
内疣状物及び心臓内疣状物スワブから、
Streptococcus suis血清型33型参考株に近縁なレン
サ球菌属菌が心臓内疣状物スワブから分離され
た。疼痛を呈していた右後肢の皮下拭いからは、細
菌は分離されなかった。血液・生化学検査では、Ht 
33%、RBC 971万/μL、WBC 22,700/μL、A/G 
0.39、ALP 1,615 IU/L、LDH 2,000 IU/L以上、γ
-GTP 676 IU/L、T-Bil 3.0 mg/dL 、TG 25 mg/dL未
満、BUN 43 mg/dL、Cre 2.3 mg/dL、Na 123 
mEq/L、K 5.6 mEq/L、Cl 86 mEq/Lであった。剖検
所見としては、全身の皮下組織に黄緑色のゼリー
状の重度な浮腫が観察された。また空回腸の腸間
膜、結腸間膜、盲腸～結腸の漿膜面でも顕著な水腫
が認められた。心臓では、三尖弁及び肺動脈弁に小
豆大～そら豆大の白色疣状物が多数付していた。
胆嚢は胆汁が充満した状態で腫脹していた。その

他、右後肢に異常所見は認められなかった。提出標
本(心臓、肝臓)の組織所見としては、心臓では、菌
塊、好酸性細胞頽廃物および線維素の析出を伴っ
た重度の化膿性心内膜炎が観察された。炎症部周
囲は線維芽細胞の浸潤が顕著で、石灰沈着、血管新
生なども認められた。グラム染色では、これら菌塊
はグラム陽性桿菌で、抗Trueperella pyogenes兎血
清(動衛研)による免疫染色で陽性を呈した。その
他、心筋線維においては、軽度から中等度のザルコ
シストの寄生が認められた。肝臓では、空胞変性お
よび小葉中心性の線維化が顕著に認められ、一部
の領域では、線維性の架橋形成も確認された。ま
た、グリソン鞘周囲の線維化や肝内細胆管におけ
る胆汁栓も軽度に認められた。その他、胃から大腸
の粘膜下組織における中等度から重度の水腫性肥
厚、空腸におけるコクシジウムの軽度寄生が認め
られた。それ以外の臓器・器官に著変は認められな
かった。
　以上のように本例の所見が提出者によって説
明・スライド供覧され、参加者からは活発な質問や
討議がなされ、最終的な組織診断名は以下のよう
に決定された。
①心臓：牛のTrueperella pyogenesによる三尖弁お
よび肺動脈弁の疣贅性心内膜炎
②肝臓：疣贅性心内膜炎による循環不全の影響を
疑う肝臓の線維化
疾病診断名：牛のトゥルエペレラ・ピオゲネス感染
症
　馬においても重度な敗血症に関連して疣贅性心
内膜炎はしばしば認められるが、馬における
Trueperella pyogenesの実態は明らかではない。牛
の症例での知見は我々が行っている馬の病性鑑定
において大変参考になり、大いに興味が持てる内
容であった。

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

○Clostridium haemolyticum が分離され抗生剤
及び補液治療を長期間実施した肥育牛におけるび
漫性小葉中心性の肝細胞変性 

矢口裕司（茨城県県北家畜保健衛生所）
　提出症例は黒毛和種、雌、10ヶ月齢の牛で、発生
状況および臨床所見としては、肉用繁殖牛120頭、
肥育牛170頭を飼養する農場で、提出例発症の3ヶ
月から2ヶ月前には肥育牛2頭が血尿・黄疸を呈し
て死亡しており、2016年4月上旬に、提出例の肥育
牛1頭が食欲不振を呈し、抗生剤(アンピシリン・セ
ファゾリン)や補液(リンゲル・高張食塩水)による
治療が実施された。しかし、3日後には重度な黄疸
を呈するようになり、予後不良と判断され病性鑑
定殺となった。病原検索では、肝臓乳剤について嫌
気培養を実施した結果、Clostridium 属菌が分離さ
れた。分離菌は、C. haemolyticum の特異遺伝子(フ
ラジェリン遺伝子)を増幅するPCRで陽性を示し
た。またこの遺伝子解析では、既報の C .  
haemolyticum の塩基配列と100%一致した。剖検
所見としては、全身皮下組織および可視粘膜は黄
疸を呈していた。肝臓は黄色を呈し、やや脆弱化し
ていた。胆嚢は腫大し、緑色の粘稠度の高い胆汁が
貯留していた。提出標本(肝臓)の組織所見として
は、肝臓において、び漫性小葉中心性に肝細胞の細
胞質は好酸性を増し、核は濃縮して辺縁に位置す
るか消失していた。小葉中心部の肝細胞索は不整
となり、うっ血ないし出血が認められ、一部では壊
死や単核細胞の浸潤が認められた。肝臓の凍結切
片のオイルレッドO染色で、小葉辺縁性の脂肪変
性が認められた。グリソン鞘と肝門部リンパ節に
淡緑灰色の顆粒（PAS 陽性、ベルリン青 陰性、オイ
ルレッドO 陰性）を貪食したマクロファージが認
められた。抗Clostridium sp. 兎血清(動衛研)を用い
た免疫染色では、陽性所見は確認されなかった。以
上の所見を提出者は説明・スライド供覧し、参加者
と活発な討論がなされ、組織診断名としては
「Clostridium haemolyticum が分離された肥育牛に
おけるび漫性小葉中心性の肝細胞壊死」、疾病診断
名としては、「細菌性血色素尿症(BHU)を疑う」と
された。
　馬における血色素尿症と黄疸は、馬伝染性貧血、
馬ピロプラズマ病、新生児黄疸などが良く知られ

ており、C. haemolyticumについてはあまり報告が
ない。本例ではC. haemolyticumによる細菌性血色
素尿症において、抗菌薬治療との関連性を重要視
している。馬においても、それらの点に関して非常
に興味が持てる内容の発表であった。

２．第103回JPCスライドセミナー
　2015-2016 JPC Wednesday Slide Conference 
6-15の切片から、以下の9題が選定され、担当者か
らそれぞれの症例について組織標本の所見や診断
名、疾病の概要について説明がなされた。

　今回のJPCスライドセミナーでは、馬の症例は
トリパノソーマによる髄膜脳炎（2015-7-1）が取
り上げられ説明された。馬の髄膜脳炎としては日
本脳炎やウエストナイル脳炎、馬原虫性脊髄脳炎
が良く知られている。我々の病性鑑定においても
神経症状を呈した馬の検体はしばしば持ち込まれ
る。今回の症例ではトリパノソーマ原虫自体は中
枢神経組織で確認できなかったが、Trypanosoma 
evansi血清抗体価が高かったことから原因として
最も疑っていた。わが国の馬では本原虫に感染し
た症例の報告はないが、馬の輸入に際して持ち込
まれる可能性も否定できないことから、注意する
疾病の１つと考えられ、病性鑑定において大変参
考となる内容であった。なお本セミナーには選定
されなかったが、対象期間の提出症例の中には、肥
満細胞腫（2015-7-2）、馬鼻肺炎（2015-7-3）、多発
性腎嚢胞（2015-7-4）、壊死性肝炎（2015-8-1）の馬
の症例があった。

（片山芳也）
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　第207回つくば病理談話会・第103回JPCスライ
ドセミナーが、平成28年8月 5日（金）につくば市
の農研機構動物衛生研究部門で開催され、参加し
たのでその概要を報告する。

１．第207回つくば病理談話会
　発表された演題は以下の2題であった。

○牛のTrueperella pyogenesによる疣贅性心内膜
炎、疣贅性心内膜炎による循環不全の影響を疑う
肝臓の線維化

平野晃司（埼玉県中央家畜保健衛生所）
　提出症例は、ホルスタイン種、雌、10ヶ月齢の牛
で、発生状況および臨床所見としては、成牛38頭、
育成牛8頭を飼養する酪農家で、9ヶ月齢の育成牛
1頭が右後肢疼痛による負重困難を呈した後、さ
らに頚静脈怒張及び心雑音を呈して起立不能と
なったため、病性鑑定が実施された。病原検索で
は、細菌学検査でTrueperella pyogenesが肺と心臓
内疣状物及び心臓内疣状物スワブから、
Streptococcus suis血清型33型参考株に近縁なレン
サ球菌属菌が心臓内疣状物スワブから分離され
た。疼痛を呈していた右後肢の皮下拭いからは、細
菌は分離されなかった。血液・生化学検査では、Ht 
33%、RBC 971万/μL、WBC 22,700/μL、A/G 
0.39、ALP 1,615 IU/L、LDH 2,000 IU/L以上、γ
-GTP 676 IU/L、T-Bil 3.0 mg/dL 、TG 25 mg/dL未
満、BUN 43 mg/dL、Cre 2.3 mg/dL、Na 123 
mEq/L、K 5.6 mEq/L、Cl 86 mEq/Lであった。剖検
所見としては、全身の皮下組織に黄緑色のゼリー
状の重度な浮腫が観察された。また空回腸の腸間
膜、結腸間膜、盲腸～結腸の漿膜面でも顕著な水腫
が認められた。心臓では、三尖弁及び肺動脈弁に小
豆大～そら豆大の白色疣状物が多数付していた。
胆嚢は胆汁が充満した状態で腫脹していた。その

他、右後肢に異常所見は認められなかった。提出標
本(心臓、肝臓)の組織所見としては、心臓では、菌
塊、好酸性細胞頽廃物および線維素の析出を伴っ
た重度の化膿性心内膜炎が観察された。炎症部周
囲は線維芽細胞の浸潤が顕著で、石灰沈着、血管新
生なども認められた。グラム染色では、これら菌塊
はグラム陽性桿菌で、抗Trueperella pyogenes兎血
清(動衛研)による免疫染色で陽性を呈した。その
他、心筋線維においては、軽度から中等度のザルコ
シストの寄生が認められた。肝臓では、空胞変性お
よび小葉中心性の線維化が顕著に認められ、一部
の領域では、線維性の架橋形成も確認された。ま
た、グリソン鞘周囲の線維化や肝内細胆管におけ
る胆汁栓も軽度に認められた。その他、胃から大腸
の粘膜下組織における中等度から重度の水腫性肥
厚、空腸におけるコクシジウムの軽度寄生が認め
られた。それ以外の臓器・器官に著変は認められな
かった。
　以上のように本例の所見が提出者によって説
明・スライド供覧され、参加者からは活発な質問や
討議がなされ、最終的な組織診断名は以下のよう
に決定された。
①心臓：牛のTrueperella pyogenesによる三尖弁お
よび肺動脈弁の疣贅性心内膜炎
②肝臓：疣贅性心内膜炎による循環不全の影響を
疑う肝臓の線維化
疾病診断名：牛のトゥルエペレラ・ピオゲネス感染
症
　馬においても重度な敗血症に関連して疣贅性心
内膜炎はしばしば認められるが、馬における
Trueperella pyogenesの実態は明らかではない。牛
の症例での知見は我々が行っている馬の病性鑑定
において大変参考になり、大いに興味が持てる内
容であった。

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

○Clostridium haemolyticum が分離され抗生剤
及び補液治療を長期間実施した肥育牛におけるび
漫性小葉中心性の肝細胞変性 

矢口裕司（茨城県県北家畜保健衛生所）
　提出症例は黒毛和種、雌、10ヶ月齢の牛で、発生
状況および臨床所見としては、肉用繁殖牛120頭、
肥育牛170頭を飼養する農場で、提出例発症の3ヶ
月から2ヶ月前には肥育牛2頭が血尿・黄疸を呈し
て死亡しており、2016年4月上旬に、提出例の肥育
牛1頭が食欲不振を呈し、抗生剤(アンピシリン・セ
ファゾリン)や補液(リンゲル・高張食塩水)による
治療が実施された。しかし、3日後には重度な黄疸
を呈するようになり、予後不良と判断され病性鑑
定殺となった。病原検索では、肝臓乳剤について嫌
気培養を実施した結果、Clostridium 属菌が分離さ
れた。分離菌は、C. haemolyticum の特異遺伝子(フ
ラジェリン遺伝子)を増幅するPCRで陽性を示し
た。またこの遺伝子解析では、既報の C .  
haemolyticum の塩基配列と100%一致した。剖検
所見としては、全身皮下組織および可視粘膜は黄
疸を呈していた。肝臓は黄色を呈し、やや脆弱化し
ていた。胆嚢は腫大し、緑色の粘稠度の高い胆汁が
貯留していた。提出標本(肝臓)の組織所見として
は、肝臓において、び漫性小葉中心性に肝細胞の細
胞質は好酸性を増し、核は濃縮して辺縁に位置す
るか消失していた。小葉中心部の肝細胞索は不整
となり、うっ血ないし出血が認められ、一部では壊
死や単核細胞の浸潤が認められた。肝臓の凍結切
片のオイルレッドO染色で、小葉辺縁性の脂肪変
性が認められた。グリソン鞘と肝門部リンパ節に
淡緑灰色の顆粒（PAS 陽性、ベルリン青 陰性、オイ
ルレッドO 陰性）を貪食したマクロファージが認
められた。抗Clostridium sp. 兎血清(動衛研)を用い
た免疫染色では、陽性所見は確認されなかった。以
上の所見を提出者は説明・スライド供覧し、参加者
と活発な討論がなされ、組織診断名としては
「Clostridium haemolyticum が分離された肥育牛に
おけるび漫性小葉中心性の肝細胞壊死」、疾病診断
名としては、「細菌性血色素尿症(BHU)を疑う」と
された。
　馬における血色素尿症と黄疸は、馬伝染性貧血、
馬ピロプラズマ病、新生児黄疸などが良く知られ

ており、C. haemolyticumについてはあまり報告が
ない。本例ではC. haemolyticumによる細菌性血色
素尿症において、抗菌薬治療との関連性を重要視
している。馬においても、それらの点に関して非常
に興味が持てる内容の発表であった。

２．第103回JPCスライドセミナー
　2015-2016 JPC Wednesday Slide Conference 
6-15の切片から、以下の9題が選定され、担当者か
らそれぞれの症例について組織標本の所見や診断
名、疾病の概要について説明がなされた。

　今回のJPCスライドセミナーでは、馬の症例は
トリパノソーマによる髄膜脳炎（2015-7-1）が取
り上げられ説明された。馬の髄膜脳炎としては日
本脳炎やウエストナイル脳炎、馬原虫性脊髄脳炎
が良く知られている。我々の病性鑑定においても
神経症状を呈した馬の検体はしばしば持ち込まれ
る。今回の症例ではトリパノソーマ原虫自体は中
枢神経組織で確認できなかったが、Trypanosoma 
evansi血清抗体価が高かったことから原因として
最も疑っていた。わが国の馬では本原虫に感染し
た症例の報告はないが、馬の輸入に際して持ち込
まれる可能性も否定できないことから、注意する
疾病の１つと考えられ、病性鑑定において大変参
考となる内容であった。なお本セミナーには選定
されなかったが、対象期間の提出症例の中には、肥
満細胞腫（2015-7-2）、馬鼻肺炎（2015-7-3）、多発
性腎嚢胞（2015-7-4）、壊死性肝炎（2015-8-1）の馬
の症例があった。

（片山芳也）
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第24回日本運動生理学会大会

　今年の日本運動生理学会大会は、一般演題の締
め切り週に熊本地方を大地震が襲ったこともあ
り、一般口頭発表およびポスター発表数は例年に
比較すると少なかったが、レベルの高いシンポジ
ウムや教育講演が多かった。

○短時間高強度運動がもたらす生理学的効果
荻田　太（鹿屋体育大学）

　近年、短時間で終了する高強度インターバルト
レーニング（High Intensity Interval Training; 
HIIT）、あるいはスプリントタイプのインターバル
トレーニング（Sprint Interval Training; SIT）が生
理的にもたらす効果について、多数の研究成果が
報告されている。元来、このような高強度トレーニ
ングは、無酸素性エネルギー供給能力の増大に伴
う高強度運動パフォーマンスの向上を目指して行
われてきた。しかしながら、最近の報告では、ごく
短時間で終了するインターバルトレーニングであ
るにもかかわらず、最大下強度における従来の長
時間持久的運動トレーニングと同様に最大酸素摂
取量や筋内代謝能の改善が確認されており、時間
効率の良いトレーニング法として特に注目を集め
ている。
　一概に高強度トレーニングといっても、無酸素
性作業閾値、乳酸閾値、あるいは換気性閾値より高
い「有酸素性」に高強度とみなされる運動を数分間
実施、反復するものから、ごく短時間（< 30秒）の全
力による超最大強度運動を数秒から数分の休息を
挟んで反復するプロトコルまで様々である。HIIT
という用語を生むに当たった火付け役的研究は、
おそらくTabataらが1996年に発表したTabata 
Protocol（170% VO2max強度で20秒の運動を10秒の
休息を挟みながら8回繰り返す）による報告であ
ろう。その後、Tabataらの結果に啓発されたGibala
らのグループが、30秒間の全力ペダリング運動を
数回実施するプロトコルなどを用い、運動パ
フォーマンス、エネルギー供給能力、筋内代謝機能
の改善など、幅広い成果を見出してきた。
　一見万能のように見えるTabata Protocolの弱点

は、トレーニング自体が吐き気を催すほどツラい
こと以外には、最大発揮パワーが改善しないとい
う点が挙げられる。演者らは、その弱点は運動強度
が足りていないことに起因しているのではないか
と考え、100 m全力走のように10秒程度しか維持
できない強度（300% VO2max強度）において、5秒の
運動を10秒の休息を挟みながら5回繰り返すSIT
運動中の代謝特性を定量し、実際のトレーニング
効果についても検証した。その結果、最大酸素摂取
量や最大酸素借はもちろん、最大発揮パワーも向
上した。
　トレーニングプロトコルを組み立てる上で、最
も重視すべきなのは運動頻度でも運動量でもな
く、運動強度であるというのはトレーニングの原
則であり、その原則を追求したものがHIITやSITと
呼ばれるトレーニング法である。私の知るかぎり
では、まだサラブレッド競走馬には応用されてい
ないが、この方法を導入する上で危惧されること
がいくつか考えられる。まず一つ目は、急加速や急
減速を繰り返すことによって、折り合いを欠く馬
になってしまうのではないか、ということである。
いくらHIITやSITで有酸素性能力や無酸素性能力
が向上しても、いつもスタートから全力疾走して
しまう馬になってしまっては、運動パフォーマン
スの向上は限定的だろう。また、競馬の距離や運動
時間を考慮してプロトコルを作製する場合、
Tabata Protocolより少し運動強度が低く、運動時
間が長いものがターゲットになってくる。おそら
くトレーニング自体が非常にキツいものになるた
め、馬の肉体面だけではなく、精神面を含めたケア
が必要になるだろう。

○PGC-1α新規アイソフォーム発見と骨格筋への
影響

三浦進司（静岡県立大学）
　転写共役因子PGC-1αは、ミトコンドリア生合成
に関わる遺伝子を系統的に発現制御する。最近の
知見では、ミトコンドリア生合成の増加などの運
動トレーニングにより骨格筋にもたらされるよう 　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

な変化の多くが、PGC-1αの発現増加が引き金に
なって生じていることが判明している。演者らは
運動による骨格筋でのPGC-1α発現増加には、β2ア
ドレナリン受容体刺激が必要なこと、PGC-1αに3
種のアイソフォームが存在し、各アイソフォーム
の発現やその調節機序は臓器ごとに異なることを
明らかにした。また、PGC-1αのアイソフォームの
うち、exon1bから転写が開始されるPGC-1α-bおよ
びcは、運動強度依存的に発現増加し、それにはβ2
アドレナリン受容体（アドレナリン、ノルアドレナ
リンを含むカテコラミン類によって活性化される
Gタンパク共役型受容体）刺激が必要なこと、
exon1aから転写が開始されるPGC-1α-aは安静時
の発現量が最も高いが、運動による発現増加には
非常に高い強度の運動が必要であることを明らか
にした。各PGC-1αアイソフォームを骨格筋特異的
に過剰発現させたトランスジェニックマウスを独
自に作製したところ、その表現型は各アイソ
フォームで同様であった。運動刺激に対する反応
が最も高いアイソフォームであるPGC-1α-bを骨
格筋特異的に過剰発現させたマウスでは、持久的
トレーニング効果を模する表現型を示すことを見
出した。このマウスの骨格筋でbranched-chain 
aminotransferase (BCAT) 2, branched-chain α
-keto acid dehydrogenase (BCKDH) の発現増加、
分岐鎖アミノ酸代謝の促進、TCAサイクルで利用
される基質の供給量増加を認めた。最近、運動ト
レーニングがPGC-1α依存的にn-3系多価不飽和
（オメガ3）脂肪酸含有リン脂質を増加させること
を明らかにし、骨格筋リン脂質多様化のメカニズ
ムの一端をとらえることに成功している。
　サラブレッドにおいても、PGC-1αの発現が増え
て、骨格筋のミトコンドリアが増加すると、持久力
が向上するのはヒトやマウスと同様である。我々
は昨年トレーニング・センターの追い切り調教を
参考に作成した「速い駈歩が短く、襲歩が長い」調
教メニュー（60%VO2max 90秒 + 85%VO2max 90秒 + 
110%VO2max 60秒）と「速い駈歩が長く、襲歩が短
い」調教メニュー（60%VO2max 90秒 + 85%VO2max 
180秒 + 110%VO2max 30秒）が骨格筋のミトコンド
リア新生に与える影響について調べた。その結果、
運動4時間後の中殿筋のPGC-1α発現は、高強度運

動（110%VO2max）の割合が高い前者では運動前の
4.8倍に、高強度運動の割合が低い後者では2.7倍
に増加した。持久力を強化するトレーニングとい
うと、ゆっくりと長い距離を乗る調教がイメージ
されがちであるが、現場のトレーニングをシミュ
レートしたこの実験において、運動負荷が強い調
教メニューの方がPGC-1αの増加率が高いことか
らも、β2アドレナリン受容体を刺激するような高
強度トレーニングの必要性がうかがえる。

（向井和隆）

○高酸素曝露は髙血糖症に伴う骨格筋の酸化能力
の低下を減衰する

Zeidan Halaら（神戸大学）
　本研究では高血糖に伴う骨格筋の酸化能力に対
する高酸素曝露の影響を検証した。供試動物は雄
のWistarラットとした。ストレプトゾトシン投与
による糖尿病を誘発したラットを糖尿病群、誘発
糖尿病ラットにマイルドな高酸素曝露を実施した
群を高酸素曝露群、特に処置を行わない対照群に
群分けした。高酸素曝露群は1.25気圧（酸素濃度
36％）チャンバー内で、毎日3時間暴露し、それを8
週間継続した。それ以外の群は糖尿病群、対照群と
もに通常の飼養環境とした。その結果、高酸素暴露
群においてはタイプⅡA線維が増加したため、酸
化能が増加し、血糖レベルが低下した。糖尿病群の
コハク酸脱水素酵素およびクエン酸シンターゼ活
性は低下が観察されたが、高酸素曝露群ではコハ
ク酸脱水素酵素活性およびクエン酸シンターゼ活
性の低下が観察されなかった。また、糖尿病群の骨
格筋では活性酸素種が増加していたが、高酸素曝
露群では活性酸素種の増加が認められなかった。
これらのことからマイルドな高酸素曝露はミトコ
ンドリアの機能障害や骨格筋の酸化能力の低下を
予防できると考えられた。
　糖尿病ラットに対する高酸素暴露の影響の結果
であるため、健康な動物に対して同じ反応が認め
られるとは限らない。しかし、高酸素暴露群のコハ
ク酸脱水素酵素のレベルは、有意差はないものの
対照群よりも高い傾向が認められ、健康な動物に
おいても高酸素暴露が筋の酸化能力に影響する可
能性があると考えられ、非常に興味深い。馬におい

ても高酸素暴露がトレーニングの選択肢となり得
ると考えられた。

○低酸素環境が休息時間の異なる間欠的運動時の
代謝特性に及ぼす影響

荻田　太ら（鹿屋体育大学）
　間欠的運動時の代謝特性の決定要因は有酸素エ
ネルギー供給系と無酸素エネルギー供給系であ
り、これらは吸気中の酸素分圧や休息時間の影響
を受けると考えられるが、その程度については明
らかにされていない。本研究では、同一強度、同一
運動時間で、休息時間が異なる間欠的運動時の代
謝特性に低酸素条件が与える影響について明らか
にすることとした。健康な成人15名（24歳）は、通
常環境および海抜3,200ｍ相当の低酸素環境下に
おいて、5秒の運動を15秒または30秒の休息時間
を挟みながら6回繰り返す間欠的自転車エルゴ
メーター運動を行った。運動強度は約15秒で疲労
困憊に至る強度とし、その間の総酸素摂取量、過剰
酸素摂取量などの代謝項目について測定を行っ
た。その結果、運動時の総酸素摂取量、および休息
時の過剰酸素摂取量は、15秒休息の条件において
のみ低酸素環境で有意に低い値となった。これは、

運動時の酸素摂取量が低酸素環境での最大酸素摂
取量レベルに達していたことに起因している。対
照的に、運動時総酸素借および真の酸素借は低酸
素環境において有意に高く、有酸素性エネルギー
の供給量の低下分を代償したため、結果的にパ
フォーマンスには有意な差は認められなかった。
これらのことから、本条件下での間欠的運動の代
謝特性は、運動時の酸素摂取量が最大酸素摂取量
によって制限を受けるような短い休息時において
のみ、低酸素環境の影響を受けることが明らかと
なった。
　間欠的運動時の休息時間を変えるとともに吸入
酸素濃度を変えることで、運動時の有酸素、無酸素
の代謝特性を変えようとする研究であった。実際
の競技の運動強度と競技時間によって、どの組み
合わせが良いか今後も検討されるであろうが、馬
においても基本的な考え方は同じと考えられる。
馬のトレーニングにも参考に出来るが、応用する
場合には馬の特徴を踏まえた、もう一工夫が必要
と考えられる。

（大村　一）
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　今年の日本運動生理学会大会は、一般演題の締
め切り週に熊本地方を大地震が襲ったこともあ
り、一般口頭発表およびポスター発表数は例年に
比較すると少なかったが、レベルの高いシンポジ
ウムや教育講演が多かった。

○短時間高強度運動がもたらす生理学的効果
荻田　太（鹿屋体育大学）

　近年、短時間で終了する高強度インターバルト
レーニング（High Intensity Interval Training; 
HIIT）、あるいはスプリントタイプのインターバル
トレーニング（Sprint Interval Training; SIT）が生
理的にもたらす効果について、多数の研究成果が
報告されている。元来、このような高強度トレーニ
ングは、無酸素性エネルギー供給能力の増大に伴
う高強度運動パフォーマンスの向上を目指して行
われてきた。しかしながら、最近の報告では、ごく
短時間で終了するインターバルトレーニングであ
るにもかかわらず、最大下強度における従来の長
時間持久的運動トレーニングと同様に最大酸素摂
取量や筋内代謝能の改善が確認されており、時間
効率の良いトレーニング法として特に注目を集め
ている。
　一概に高強度トレーニングといっても、無酸素
性作業閾値、乳酸閾値、あるいは換気性閾値より高
い「有酸素性」に高強度とみなされる運動を数分間
実施、反復するものから、ごく短時間（< 30秒）の全
力による超最大強度運動を数秒から数分の休息を
挟んで反復するプロトコルまで様々である。HIIT
という用語を生むに当たった火付け役的研究は、
おそらくTabataらが1996年に発表したTabata 
Protocol（170% VO2max強度で20秒の運動を10秒の
休息を挟みながら8回繰り返す）による報告であ
ろう。その後、Tabataらの結果に啓発されたGibala
らのグループが、30秒間の全力ペダリング運動を
数回実施するプロトコルなどを用い、運動パ
フォーマンス、エネルギー供給能力、筋内代謝機能
の改善など、幅広い成果を見出してきた。
　一見万能のように見えるTabata Protocolの弱点

は、トレーニング自体が吐き気を催すほどツラい
こと以外には、最大発揮パワーが改善しないとい
う点が挙げられる。演者らは、その弱点は運動強度
が足りていないことに起因しているのではないか
と考え、100 m全力走のように10秒程度しか維持
できない強度（300% VO2max強度）において、5秒の
運動を10秒の休息を挟みながら5回繰り返すSIT
運動中の代謝特性を定量し、実際のトレーニング
効果についても検証した。その結果、最大酸素摂取
量や最大酸素借はもちろん、最大発揮パワーも向
上した。
　トレーニングプロトコルを組み立てる上で、最
も重視すべきなのは運動頻度でも運動量でもな
く、運動強度であるというのはトレーニングの原
則であり、その原則を追求したものがHIITやSITと
呼ばれるトレーニング法である。私の知るかぎり
では、まだサラブレッド競走馬には応用されてい
ないが、この方法を導入する上で危惧されること
がいくつか考えられる。まず一つ目は、急加速や急
減速を繰り返すことによって、折り合いを欠く馬
になってしまうのではないか、ということである。
いくらHIITやSITで有酸素性能力や無酸素性能力
が向上しても、いつもスタートから全力疾走して
しまう馬になってしまっては、運動パフォーマン
スの向上は限定的だろう。また、競馬の距離や運動
時間を考慮してプロトコルを作製する場合、
Tabata Protocolより少し運動強度が低く、運動時
間が長いものがターゲットになってくる。おそら
くトレーニング自体が非常にキツいものになるた
め、馬の肉体面だけではなく、精神面を含めたケア
が必要になるだろう。

○PGC-1α新規アイソフォーム発見と骨格筋への
影響

三浦進司（静岡県立大学）
　転写共役因子PGC-1αは、ミトコンドリア生合成
に関わる遺伝子を系統的に発現制御する。最近の
知見では、ミトコンドリア生合成の増加などの運
動トレーニングにより骨格筋にもたらされるよう 　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

な変化の多くが、PGC-1αの発現増加が引き金に
なって生じていることが判明している。演者らは
運動による骨格筋でのPGC-1α発現増加には、β2ア
ドレナリン受容体刺激が必要なこと、PGC-1αに3
種のアイソフォームが存在し、各アイソフォーム
の発現やその調節機序は臓器ごとに異なることを
明らかにした。また、PGC-1αのアイソフォームの
うち、exon1bから転写が開始されるPGC-1α-bおよ
びcは、運動強度依存的に発現増加し、それにはβ2
アドレナリン受容体（アドレナリン、ノルアドレナ
リンを含むカテコラミン類によって活性化される
Gタンパク共役型受容体）刺激が必要なこと、
exon1aから転写が開始されるPGC-1α-aは安静時
の発現量が最も高いが、運動による発現増加には
非常に高い強度の運動が必要であることを明らか
にした。各PGC-1αアイソフォームを骨格筋特異的
に過剰発現させたトランスジェニックマウスを独
自に作製したところ、その表現型は各アイソ
フォームで同様であった。運動刺激に対する反応
が最も高いアイソフォームであるPGC-1α-bを骨
格筋特異的に過剰発現させたマウスでは、持久的
トレーニング効果を模する表現型を示すことを見
出した。このマウスの骨格筋でbranched-chain 
aminotransferase (BCAT) 2, branched-chain α
-keto acid dehydrogenase (BCKDH) の発現増加、
分岐鎖アミノ酸代謝の促進、TCAサイクルで利用
される基質の供給量増加を認めた。最近、運動ト
レーニングがPGC-1α依存的にn-3系多価不飽和
（オメガ3）脂肪酸含有リン脂質を増加させること
を明らかにし、骨格筋リン脂質多様化のメカニズ
ムの一端をとらえることに成功している。
　サラブレッドにおいても、PGC-1αの発現が増え
て、骨格筋のミトコンドリアが増加すると、持久力
が向上するのはヒトやマウスと同様である。我々
は昨年トレーニング・センターの追い切り調教を
参考に作成した「速い駈歩が短く、襲歩が長い」調
教メニュー（60%VO2max 90秒 + 85%VO2max 90秒 + 
110%VO2max 60秒）と「速い駈歩が長く、襲歩が短
い」調教メニュー（60%VO2max 90秒 + 85%VO2max 
180秒 + 110%VO2max 30秒）が骨格筋のミトコンド
リア新生に与える影響について調べた。その結果、
運動4時間後の中殿筋のPGC-1α発現は、高強度運

動（110%VO2max）の割合が高い前者では運動前の
4.8倍に、高強度運動の割合が低い後者では2.7倍
に増加した。持久力を強化するトレーニングとい
うと、ゆっくりと長い距離を乗る調教がイメージ
されがちであるが、現場のトレーニングをシミュ
レートしたこの実験において、運動負荷が強い調
教メニューの方がPGC-1αの増加率が高いことか
らも、β2アドレナリン受容体を刺激するような高
強度トレーニングの必要性がうかがえる。

（向井和隆）

○高酸素曝露は髙血糖症に伴う骨格筋の酸化能力
の低下を減衰する

Zeidan Halaら（神戸大学）
　本研究では高血糖に伴う骨格筋の酸化能力に対
する高酸素曝露の影響を検証した。供試動物は雄
のWistarラットとした。ストレプトゾトシン投与
による糖尿病を誘発したラットを糖尿病群、誘発
糖尿病ラットにマイルドな高酸素曝露を実施した
群を高酸素曝露群、特に処置を行わない対照群に
群分けした。高酸素曝露群は1.25気圧（酸素濃度
36％）チャンバー内で、毎日3時間暴露し、それを8
週間継続した。それ以外の群は糖尿病群、対照群と
もに通常の飼養環境とした。その結果、高酸素暴露
群においてはタイプⅡA線維が増加したため、酸
化能が増加し、血糖レベルが低下した。糖尿病群の
コハク酸脱水素酵素およびクエン酸シンターゼ活
性は低下が観察されたが、高酸素曝露群ではコハ
ク酸脱水素酵素活性およびクエン酸シンターゼ活
性の低下が観察されなかった。また、糖尿病群の骨
格筋では活性酸素種が増加していたが、高酸素曝
露群では活性酸素種の増加が認められなかった。
これらのことからマイルドな高酸素曝露はミトコ
ンドリアの機能障害や骨格筋の酸化能力の低下を
予防できると考えられた。
　糖尿病ラットに対する高酸素暴露の影響の結果
であるため、健康な動物に対して同じ反応が認め
られるとは限らない。しかし、高酸素暴露群のコハ
ク酸脱水素酵素のレベルは、有意差はないものの
対照群よりも高い傾向が認められ、健康な動物に
おいても高酸素暴露が筋の酸化能力に影響する可
能性があると考えられ、非常に興味深い。馬におい

ても高酸素暴露がトレーニングの選択肢となり得
ると考えられた。

○低酸素環境が休息時間の異なる間欠的運動時の
代謝特性に及ぼす影響

荻田　太ら（鹿屋体育大学）
　間欠的運動時の代謝特性の決定要因は有酸素エ
ネルギー供給系と無酸素エネルギー供給系であ
り、これらは吸気中の酸素分圧や休息時間の影響
を受けると考えられるが、その程度については明
らかにされていない。本研究では、同一強度、同一
運動時間で、休息時間が異なる間欠的運動時の代
謝特性に低酸素条件が与える影響について明らか
にすることとした。健康な成人15名（24歳）は、通
常環境および海抜3,200ｍ相当の低酸素環境下に
おいて、5秒の運動を15秒または30秒の休息時間
を挟みながら6回繰り返す間欠的自転車エルゴ
メーター運動を行った。運動強度は約15秒で疲労
困憊に至る強度とし、その間の総酸素摂取量、過剰
酸素摂取量などの代謝項目について測定を行っ
た。その結果、運動時の総酸素摂取量、および休息
時の過剰酸素摂取量は、15秒休息の条件において
のみ低酸素環境で有意に低い値となった。これは、

運動時の酸素摂取量が低酸素環境での最大酸素摂
取量レベルに達していたことに起因している。対
照的に、運動時総酸素借および真の酸素借は低酸
素環境において有意に高く、有酸素性エネルギー
の供給量の低下分を代償したため、結果的にパ
フォーマンスには有意な差は認められなかった。
これらのことから、本条件下での間欠的運動の代
謝特性は、運動時の酸素摂取量が最大酸素摂取量
によって制限を受けるような短い休息時において
のみ、低酸素環境の影響を受けることが明らかと
なった。
　間欠的運動時の休息時間を変えるとともに吸入
酸素濃度を変えることで、運動時の有酸素、無酸素
の代謝特性を変えようとする研究であった。実際
の競技の運動強度と競技時間によって、どの組み
合わせが良いか今後も検討されるであろうが、馬
においても基本的な考え方は同じと考えられる。
馬のトレーニングにも参考に出来るが、応用する
場合には馬の特徴を踏まえた、もう一工夫が必要
と考えられる。

（大村　一）
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　今年の日本運動生理学会大会は、一般演題の締
め切り週に熊本地方を大地震が襲ったこともあ
り、一般口頭発表およびポスター発表数は例年に
比較すると少なかったが、レベルの高いシンポジ
ウムや教育講演が多かった。

○短時間高強度運動がもたらす生理学的効果
荻田　太（鹿屋体育大学）

　近年、短時間で終了する高強度インターバルト
レーニング（High Intensity Interval Training; 
HIIT）、あるいはスプリントタイプのインターバル
トレーニング（Sprint Interval Training; SIT）が生
理的にもたらす効果について、多数の研究成果が
報告されている。元来、このような高強度トレーニ
ングは、無酸素性エネルギー供給能力の増大に伴
う高強度運動パフォーマンスの向上を目指して行
われてきた。しかしながら、最近の報告では、ごく
短時間で終了するインターバルトレーニングであ
るにもかかわらず、最大下強度における従来の長
時間持久的運動トレーニングと同様に最大酸素摂
取量や筋内代謝能の改善が確認されており、時間
効率の良いトレーニング法として特に注目を集め
ている。
　一概に高強度トレーニングといっても、無酸素
性作業閾値、乳酸閾値、あるいは換気性閾値より高
い「有酸素性」に高強度とみなされる運動を数分間
実施、反復するものから、ごく短時間（< 30秒）の全
力による超最大強度運動を数秒から数分の休息を
挟んで反復するプロトコルまで様々である。HIIT
という用語を生むに当たった火付け役的研究は、
おそらくTabataらが1996年に発表したTabata 
Protocol（170% VO2max強度で20秒の運動を10秒の
休息を挟みながら8回繰り返す）による報告であ
ろう。その後、Tabataらの結果に啓発されたGibala
らのグループが、30秒間の全力ペダリング運動を
数回実施するプロトコルなどを用い、運動パ
フォーマンス、エネルギー供給能力、筋内代謝機能
の改善など、幅広い成果を見出してきた。
　一見万能のように見えるTabata Protocolの弱点

は、トレーニング自体が吐き気を催すほどツラい
こと以外には、最大発揮パワーが改善しないとい
う点が挙げられる。演者らは、その弱点は運動強度
が足りていないことに起因しているのではないか
と考え、100 m全力走のように10秒程度しか維持
できない強度（300% VO2max強度）において、5秒の
運動を10秒の休息を挟みながら5回繰り返すSIT
運動中の代謝特性を定量し、実際のトレーニング
効果についても検証した。その結果、最大酸素摂取
量や最大酸素借はもちろん、最大発揮パワーも向
上した。
　トレーニングプロトコルを組み立てる上で、最
も重視すべきなのは運動頻度でも運動量でもな
く、運動強度であるというのはトレーニングの原
則であり、その原則を追求したものがHIITやSITと
呼ばれるトレーニング法である。私の知るかぎり
では、まだサラブレッド競走馬には応用されてい
ないが、この方法を導入する上で危惧されること
がいくつか考えられる。まず一つ目は、急加速や急
減速を繰り返すことによって、折り合いを欠く馬
になってしまうのではないか、ということである。
いくらHIITやSITで有酸素性能力や無酸素性能力
が向上しても、いつもスタートから全力疾走して
しまう馬になってしまっては、運動パフォーマン
スの向上は限定的だろう。また、競馬の距離や運動
時間を考慮してプロトコルを作製する場合、
Tabata Protocolより少し運動強度が低く、運動時
間が長いものがターゲットになってくる。おそら
くトレーニング自体が非常にキツいものになるた
め、馬の肉体面だけではなく、精神面を含めたケア
が必要になるだろう。

○PGC-1α新規アイソフォーム発見と骨格筋への
影響

三浦進司（静岡県立大学）
　転写共役因子PGC-1αは、ミトコンドリア生合成
に関わる遺伝子を系統的に発現制御する。最近の
知見では、ミトコンドリア生合成の増加などの運
動トレーニングにより骨格筋にもたらされるよう

第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

　日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会は2つの
前身学会を礎として2009年に発足した学会であ
り、現在では3500名を超える会員が所属してい
る。第8回目となる今回は総演題数が1034題であ
り、膝や関節鏡の演題に加えて、腱や靱帯を含めた
スポーツ医学に関する臨床的な調査研究が数多く
報告された。また、本年の主催者挨拶では「疾病に
対する治療」の必要性は従来通り高いものの、近年
では「疾病予防」に関する調査が重要になりつつあ
ることが述べられ、実際に、スポーツメディカル
チェックや傷害予防に関する複数のシンポジウ
ム・セッションが設けられていた。以下に、3つの
演題の要旨を引用し紹介する。

○家兎靱帯修復におけるエラスチンの有用性の検
討

伊東直也(三重大学医学部)
　【目的】本研究の目的は弾性線維の主成分である
工ラスチンの、家兎内側側副靱帯（MCL)修復にお
ける効果を検討することである。【方法】12週家兎
を使用し、麻酔下にMCL中央部を鈍的に切離した。
工ラスチン群（A群）、PBS群（B群）で毎週1回、各薬
剤をMCL損傷部に局所注射し、術後6週、12週で屠
殺し力学試験、組織学的評価を行い、1• 3型コラー
ゲン、ALP、テノモジュリン、工ラスチンなどを
PCRで評価した。【結果】力学試験では、破断強度は
6週より12週で有意に増加した。弾性率・最大応力
は12週でA群が有意に高値であった。組織学的に 　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

は、HE染色で6週では靭帯線維配列は不均一で
あったが、A群の12週では靭帯線維配列は修復傾
向にあった。PCRでは、6週のA群でテノモジュリン
の発現が有意に高かった。【考察】工ラスチンはテ
ノモジュリンの発現を上昇させ、弾性率と最大応
力を向上させたことから、靱帯修復の早期に寄与
し靭帯修復の促進に有用であることが示唆され
た。
　エラスチンは線維芽細胞や腱細胞から産生され
る弾性線維である。腱・靱帯組織に多く含まれてお
り、コラーゲン線維を束ねて伸び縮みさせる機能
がある。腱組織の構成を簡単に説明すると、コラー
ゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)が腱の線
維成分を構成し、その線維間をヒアルロン酸など
のグリコサミノグリカンが基質として満たしてい
る。腱組織の修復を目的としたグリコサミノグリ
カンの局所投与が報告されているが、一般的な治
療法にはなり得ていない。その一方、エラスチンの
研究は近年盛んになってきており、再生医療にお
いては、エラスチンを多く産生できる種類の幹細
胞は、腱の修復効果が高いのではないかという仮
説の下、研究されている。本研究では、損傷部に直
接エラスチンを投与した結果、腱細胞のマーカー
であるテノモジュリンが多く発現し、力学的にも
向上が認められた。腱組織の修復に関しても有用
と考えられるため、更なる研究の進展を期待する。

○第5中足骨近位骨幹部疲労骨折〈いわゆるJones
骨折〉の予防 ～エコーを用いた検診の意義と
Stage分類の提唱～

立石智彦(順天堂大学医学部)
　【はじめに】Jones骨折はその頻度・原因・危険因
子・予防法についても未だ調査・研究段階である。
我々は予防を目的として超音波画像診断（エコー）
を用いたJones骨折検診を試みているので報告す
る。【対象と方法】高校・大学サッカーチームを対象
にJones骨折についてエコーを用いて検診を行っ
た。【結果】エコー所見陽性の選手を中心に二次検
診Xpを行い、無症候性Jones骨折を完全骨折前に
見つけることができた。圧痛では発見が困難であ
り、エコーが有用であった。【考察】エコー所見と
Xp像を基にStage分類を提唱したい。Stagel骨皮質

膨隆なし、Stage2骨皮質膨隆、Stage3完全骨折、
Stage4偽関節とし、Stagel・2は、それぞれXp所見で
骨皮質の肥厚、外側／底側の不全骨折などで亜分
類を設けた。エコーを用いてStage2の時点で不全
骨折を早期発見し完全骨折させないことを目標
に、検診を通じてJones骨折およびその予防の啓発
を今後続けてゆきたい。
　Jones骨折はスポーツ選手に認められ、overuse
による疲労骨折の一つと考えられている。患部の
疼痛が出現する時期に関しては様々な報告がある
が、近年では骨膜増生像や骨折線が認められるに
も関わらず無症候であり、そのまま運動を継続し
た結果、重度骨折に至る症例が報告されている。本
演題では、そうした重度骨折を防ぐために、エコー
検査による早期発見を目指していることが報告さ
れた。要旨には記載されていないが、エコー検査で
判明した早期の骨膜増生像は二次検診のレントゲ
ン検査では判別できなかったことから、演者らは
エコー検査を実施することの重要性を報告してい
た。ウマにおいても、overuseに起因する骨折は、疼
痛や熱感などの症状が出る前に骨形態に変化があ
るのではないか、またその骨変化をエコー検査で
判別することができれば、早期発見に寄与するの
ではないかと考えられた。

○大学女子サッカー選手において傷害予防プログ
ラム「The11＋」が傷害発生率に及ぼす影響 －2
年間の前向き調査一
馬越博久(八王子スポーツ整形外科リハビリテー
ションセンター)
　【目的】The11＋が大学女子サッカー選手の傷害
予防に有効であるか前向きに調査することを目的
とした【方法】関東大学女子サッカーリーグ1部に
所属する7チームの女子サッ力一選手のべ479名
を対象とし、The11＋介入(TR）群4チーム（249名）
とコントロール(CTRL）群3チーム（230名）に割り
当て、The11＋が傷害発生率に及ぼす影響につい
て調査した。調査項目はIOC injury surveillance 
s y s t e mを参考にし，傷害発生率を1 0 0 0  
athlete-hours(AH）を用いて算出した。x2独立性の
検定を用いてCTRL群に対するリスク比および
95%信頼区間を示し検討した。【結果】傷害総数は

CTRL群に対してTR群のリスク比は有意であった。
なかでも非接触型 A C L 損傷は T R 群 3 件・
0.06/1000AH、CTRL群10件・0.23/1000AHであ
り、CTRL群に対してTR群のリスク比は有意であっ
た【結論】The11＋は大学女子サッカー選手におい
て下肢傷害の中でも非接触型ACL損傷を予防する
効果があることが示唆された．
　「The11＋」とは、国際サッカー連盟(FIFA)の関連
団体が2006年に作成した外傷・障害予防を目的と
した20分間のウォーミングアップ運動である。選
手のレベルに応じて複数のプログラムが提案され
ており、体幹筋力とバランス感覚が養われるよう
に設計されている。対象疾病は、骨折や靱帯断裂な
どの重傷疾病のみならず、肉離れや捻挫なども含
まれている。本演題では、一般的なウォーミング
アップ運動と「The11＋」では、「The11＋」のほう
が疾病予防に有効であることを示した。同様の調
査は世界中で実施されており、「The11＋」の有用
性は多く報告されているようである。また、
「The11＋」はサッカーを目的としたプログラムで
あるが、他にもアルペンスキーやバレーボール、バ
スケットボールなどでも同様の疾病予防プログラ
ムがあるとのことだった。演者は、疾病予防には本

運動プログラムの実践が重要であるとともに、「ど
のような場面でケガをする確率が高いのか＝傷害
機転」を選手達に正しく伝え、理解させることも重
要であったと報告した。アンケートによるデータ
ではあるが、傷害機転を理解した選手は、運動プロ
グラムの意義を理解し、精力的に取り組んだとの
ことであった。
　競走馬トレーニングにおいては、これまでの積
み上げられてきた経験によって、既に洗練された
運動プログラムに到達している可能性を考慮する
必要はあるものの、理想的な調教運動を追求して
トレーナーが個々の考え方に従って調教している
ため、また、たとえ理想的な調教運動であってもウ
マをそのとおりに運動させることは困難であり、
「The11＋」のような画一的な疾病予防プログラム
を導入することは難しいかもしれない。その一方、
本演題で報告された重要な因子である傷害機転を
明らかにすることは既に実施されており、JRAが
骨折などの事故に関する統計結果を解析し、その
傷害機転を厩舎サイドに報告していることは、競
走馬の疾病予防に強く寄与していると考えられ
た。

（田村周久）

な変化の多くが、PGC-1αの発現増加が引き金に
なって生じていることが判明している。演者らは
運動による骨格筋でのPGC-1α発現増加には、β2ア
ドレナリン受容体刺激が必要なこと、PGC-1αに3
種のアイソフォームが存在し、各アイソフォーム
の発現やその調節機序は臓器ごとに異なることを
明らかにした。また、PGC-1αのアイソフォームの
うち、exon1bから転写が開始されるPGC-1α-bおよ
びcは、運動強度依存的に発現増加し、それにはβ2
アドレナリン受容体（アドレナリン、ノルアドレナ
リンを含むカテコラミン類によって活性化される
Gタンパク共役型受容体）刺激が必要なこと、
exon1aから転写が開始されるPGC-1α-aは安静時
の発現量が最も高いが、運動による発現増加には
非常に高い強度の運動が必要であることを明らか
にした。各PGC-1αアイソフォームを骨格筋特異的
に過剰発現させたトランスジェニックマウスを独
自に作製したところ、その表現型は各アイソ
フォームで同様であった。運動刺激に対する反応
が最も高いアイソフォームであるPGC-1α-bを骨
格筋特異的に過剰発現させたマウスでは、持久的
トレーニング効果を模する表現型を示すことを見
出した。このマウスの骨格筋でbranched-chain 
aminotransferase (BCAT) 2, branched-chain α
-keto acid dehydrogenase (BCKDH) の発現増加、
分岐鎖アミノ酸代謝の促進、TCAサイクルで利用
される基質の供給量増加を認めた。最近、運動ト
レーニングがPGC-1α依存的にn-3系多価不飽和
（オメガ3）脂肪酸含有リン脂質を増加させること
を明らかにし、骨格筋リン脂質多様化のメカニズ
ムの一端をとらえることに成功している。
　サラブレッドにおいても、PGC-1αの発現が増え
て、骨格筋のミトコンドリアが増加すると、持久力
が向上するのはヒトやマウスと同様である。我々
は昨年トレーニング・センターの追い切り調教を
参考に作成した「速い駈歩が短く、襲歩が長い」調
教メニュー（60%VO2max 90秒 + 85%VO2max 90秒 + 
110%VO2max 60秒）と「速い駈歩が長く、襲歩が短
い」調教メニュー（60%VO2max 90秒 + 85%VO2max 
180秒 + 110%VO2max 30秒）が骨格筋のミトコンド
リア新生に与える影響について調べた。その結果、
運動4時間後の中殿筋のPGC-1α発現は、高強度運

動（110%VO2max）の割合が高い前者では運動前の
4.8倍に、高強度運動の割合が低い後者では2.7倍
に増加した。持久力を強化するトレーニングとい
うと、ゆっくりと長い距離を乗る調教がイメージ
されがちであるが、現場のトレーニングをシミュ
レートしたこの実験において、運動負荷が強い調
教メニューの方がPGC-1αの増加率が高いことか
らも、β2アドレナリン受容体を刺激するような高
強度トレーニングの必要性がうかがえる。

（向井和隆）

○高酸素曝露は髙血糖症に伴う骨格筋の酸化能力
の低下を減衰する

Zeidan Halaら（神戸大学）
　本研究では高血糖に伴う骨格筋の酸化能力に対
する高酸素曝露の影響を検証した。供試動物は雄
のWistarラットとした。ストレプトゾトシン投与
による糖尿病を誘発したラットを糖尿病群、誘発
糖尿病ラットにマイルドな高酸素曝露を実施した
群を高酸素曝露群、特に処置を行わない対照群に
群分けした。高酸素曝露群は1.25気圧（酸素濃度
36％）チャンバー内で、毎日3時間暴露し、それを8
週間継続した。それ以外の群は糖尿病群、対照群と
もに通常の飼養環境とした。その結果、高酸素暴露
群においてはタイプⅡA線維が増加したため、酸
化能が増加し、血糖レベルが低下した。糖尿病群の
コハク酸脱水素酵素およびクエン酸シンターゼ活
性は低下が観察されたが、高酸素曝露群ではコハ
ク酸脱水素酵素活性およびクエン酸シンターゼ活
性の低下が観察されなかった。また、糖尿病群の骨
格筋では活性酸素種が増加していたが、高酸素曝
露群では活性酸素種の増加が認められなかった。
これらのことからマイルドな高酸素曝露はミトコ
ンドリアの機能障害や骨格筋の酸化能力の低下を
予防できると考えられた。
　糖尿病ラットに対する高酸素暴露の影響の結果
であるため、健康な動物に対して同じ反応が認め
られるとは限らない。しかし、高酸素暴露群のコハ
ク酸脱水素酵素のレベルは、有意差はないものの
対照群よりも高い傾向が認められ、健康な動物に
おいても高酸素暴露が筋の酸化能力に影響する可
能性があると考えられ、非常に興味深い。馬におい

ても高酸素暴露がトレーニングの選択肢となり得
ると考えられた。

○低酸素環境が休息時間の異なる間欠的運動時の
代謝特性に及ぼす影響

荻田　太ら（鹿屋体育大学）
　間欠的運動時の代謝特性の決定要因は有酸素エ
ネルギー供給系と無酸素エネルギー供給系であ
り、これらは吸気中の酸素分圧や休息時間の影響
を受けると考えられるが、その程度については明
らかにされていない。本研究では、同一強度、同一
運動時間で、休息時間が異なる間欠的運動時の代
謝特性に低酸素条件が与える影響について明らか
にすることとした。健康な成人15名（24歳）は、通
常環境および海抜3,200ｍ相当の低酸素環境下に
おいて、5秒の運動を15秒または30秒の休息時間
を挟みながら6回繰り返す間欠的自転車エルゴ
メーター運動を行った。運動強度は約15秒で疲労
困憊に至る強度とし、その間の総酸素摂取量、過剰
酸素摂取量などの代謝項目について測定を行っ
た。その結果、運動時の総酸素摂取量、および休息
時の過剰酸素摂取量は、15秒休息の条件において
のみ低酸素環境で有意に低い値となった。これは、

運動時の酸素摂取量が低酸素環境での最大酸素摂
取量レベルに達していたことに起因している。対
照的に、運動時総酸素借および真の酸素借は低酸
素環境において有意に高く、有酸素性エネルギー
の供給量の低下分を代償したため、結果的にパ
フォーマンスには有意な差は認められなかった。
これらのことから、本条件下での間欠的運動の代
謝特性は、運動時の酸素摂取量が最大酸素摂取量
によって制限を受けるような短い休息時において
のみ、低酸素環境の影響を受けることが明らかと
なった。
　間欠的運動時の休息時間を変えるとともに吸入
酸素濃度を変えることで、運動時の有酸素、無酸素
の代謝特性を変えようとする研究であった。実際
の競技の運動強度と競技時間によって、どの組み
合わせが良いか今後も検討されるであろうが、馬
においても基本的な考え方は同じと考えられる。
馬のトレーニングにも参考に出来るが、応用する
場合には馬の特徴を踏まえた、もう一工夫が必要
と考えられる。

（大村　一）
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　日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会は2つの
前身学会を礎として2009年に発足した学会であ
り、現在では3500名を超える会員が所属してい
る。第8回目となる今回は総演題数が1034題であ
り、膝や関節鏡の演題に加えて、腱や靱帯を含めた
スポーツ医学に関する臨床的な調査研究が数多く
報告された。また、本年の主催者挨拶では「疾病に
対する治療」の必要性は従来通り高いものの、近年
では「疾病予防」に関する調査が重要になりつつあ
ることが述べられ、実際に、スポーツメディカル
チェックや傷害予防に関する複数のシンポジウ
ム・セッションが設けられていた。以下に、3つの
演題の要旨を引用し紹介する。

○家兎靱帯修復におけるエラスチンの有用性の検
討

伊東直也(三重大学医学部)
　【目的】本研究の目的は弾性線維の主成分である
工ラスチンの、家兎内側側副靱帯（MCL)修復にお
ける効果を検討することである。【方法】12週家兎
を使用し、麻酔下にMCL中央部を鈍的に切離した。
工ラスチン群（A群）、PBS群（B群）で毎週1回、各薬
剤をMCL損傷部に局所注射し、術後6週、12週で屠
殺し力学試験、組織学的評価を行い、1• 3型コラー
ゲン、ALP、テノモジュリン、工ラスチンなどを
PCRで評価した。【結果】力学試験では、破断強度は
6週より12週で有意に増加した。弾性率・最大応力
は12週でA群が有意に高値であった。組織学的に 　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

は、HE染色で6週では靭帯線維配列は不均一で
あったが、A群の12週では靭帯線維配列は修復傾
向にあった。PCRでは、6週のA群でテノモジュリン
の発現が有意に高かった。【考察】工ラスチンはテ
ノモジュリンの発現を上昇させ、弾性率と最大応
力を向上させたことから、靱帯修復の早期に寄与
し靭帯修復の促進に有用であることが示唆され
た。
　エラスチンは線維芽細胞や腱細胞から産生され
る弾性線維である。腱・靱帯組織に多く含まれてお
り、コラーゲン線維を束ねて伸び縮みさせる機能
がある。腱組織の構成を簡単に説明すると、コラー
ゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)が腱の線
維成分を構成し、その線維間をヒアルロン酸など
のグリコサミノグリカンが基質として満たしてい
る。腱組織の修復を目的としたグリコサミノグリ
カンの局所投与が報告されているが、一般的な治
療法にはなり得ていない。その一方、エラスチンの
研究は近年盛んになってきており、再生医療にお
いては、エラスチンを多く産生できる種類の幹細
胞は、腱の修復効果が高いのではないかという仮
説の下、研究されている。本研究では、損傷部に直
接エラスチンを投与した結果、腱細胞のマーカー
であるテノモジュリンが多く発現し、力学的にも
向上が認められた。腱組織の修復に関しても有用
と考えられるため、更なる研究の進展を期待する。

○第5中足骨近位骨幹部疲労骨折〈いわゆるJones
骨折〉の予防 ～エコーを用いた検診の意義と
Stage分類の提唱～

立石智彦(順天堂大学医学部)
　【はじめに】Jones骨折はその頻度・原因・危険因
子・予防法についても未だ調査・研究段階である。
我々は予防を目的として超音波画像診断（エコー）
を用いたJones骨折検診を試みているので報告す
る。【対象と方法】高校・大学サッカーチームを対象
にJones骨折についてエコーを用いて検診を行っ
た。【結果】エコー所見陽性の選手を中心に二次検
診Xpを行い、無症候性Jones骨折を完全骨折前に
見つけることができた。圧痛では発見が困難であ
り、エコーが有用であった。【考察】エコー所見と
Xp像を基にStage分類を提唱したい。Stagel骨皮質

膨隆なし、Stage2骨皮質膨隆、Stage3完全骨折、
Stage4偽関節とし、Stagel・2は、それぞれXp所見で
骨皮質の肥厚、外側／底側の不全骨折などで亜分
類を設けた。エコーを用いてStage2の時点で不全
骨折を早期発見し完全骨折させないことを目標
に、検診を通じてJones骨折およびその予防の啓発
を今後続けてゆきたい。
　Jones骨折はスポーツ選手に認められ、overuse
による疲労骨折の一つと考えられている。患部の
疼痛が出現する時期に関しては様々な報告がある
が、近年では骨膜増生像や骨折線が認められるに
も関わらず無症候であり、そのまま運動を継続し
た結果、重度骨折に至る症例が報告されている。本
演題では、そうした重度骨折を防ぐために、エコー
検査による早期発見を目指していることが報告さ
れた。要旨には記載されていないが、エコー検査で
判明した早期の骨膜増生像は二次検診のレントゲ
ン検査では判別できなかったことから、演者らは
エコー検査を実施することの重要性を報告してい
た。ウマにおいても、overuseに起因する骨折は、疼
痛や熱感などの症状が出る前に骨形態に変化があ
るのではないか、またその骨変化をエコー検査で
判別することができれば、早期発見に寄与するの
ではないかと考えられた。

○大学女子サッカー選手において傷害予防プログ
ラム「The11＋」が傷害発生率に及ぼす影響 －2
年間の前向き調査一
馬越博久(八王子スポーツ整形外科リハビリテー
ションセンター)
　【目的】The11＋が大学女子サッカー選手の傷害
予防に有効であるか前向きに調査することを目的
とした【方法】関東大学女子サッカーリーグ1部に
所属する7チームの女子サッ力一選手のべ479名
を対象とし、The11＋介入(TR）群4チーム（249名）
とコントロール(CTRL）群3チーム（230名）に割り
当て、The11＋が傷害発生率に及ぼす影響につい
て調査した。調査項目はIOC injury surveillance 
s y s t e mを参考にし，傷害発生率を1 0 0 0  
athlete-hours(AH）を用いて算出した。x2独立性の
検定を用いてCTRL群に対するリスク比および
95%信頼区間を示し検討した。【結果】傷害総数は

CTRL群に対してTR群のリスク比は有意であった。
なかでも非接触型 A C L 損傷は T R 群 3 件・
0.06/1000AH、CTRL群10件・0.23/1000AHであ
り、CTRL群に対してTR群のリスク比は有意であっ
た【結論】The11＋は大学女子サッカー選手におい
て下肢傷害の中でも非接触型ACL損傷を予防する
効果があることが示唆された．
　「The11＋」とは、国際サッカー連盟(FIFA)の関連
団体が2006年に作成した外傷・障害予防を目的と
した20分間のウォーミングアップ運動である。選
手のレベルに応じて複数のプログラムが提案され
ており、体幹筋力とバランス感覚が養われるよう
に設計されている。対象疾病は、骨折や靱帯断裂な
どの重傷疾病のみならず、肉離れや捻挫なども含
まれている。本演題では、一般的なウォーミング
アップ運動と「The11＋」では、「The11＋」のほう
が疾病予防に有効であることを示した。同様の調
査は世界中で実施されており、「The11＋」の有用
性は多く報告されているようである。また、
「The11＋」はサッカーを目的としたプログラムで
あるが、他にもアルペンスキーやバレーボール、バ
スケットボールなどでも同様の疾病予防プログラ
ムがあるとのことだった。演者は、疾病予防には本

運動プログラムの実践が重要であるとともに、「ど
のような場面でケガをする確率が高いのか＝傷害
機転」を選手達に正しく伝え、理解させることも重
要であったと報告した。アンケートによるデータ
ではあるが、傷害機転を理解した選手は、運動プロ
グラムの意義を理解し、精力的に取り組んだとの
ことであった。
　競走馬トレーニングにおいては、これまでの積
み上げられてきた経験によって、既に洗練された
運動プログラムに到達している可能性を考慮する
必要はあるものの、理想的な調教運動を追求して
トレーナーが個々の考え方に従って調教している
ため、また、たとえ理想的な調教運動であってもウ
マをそのとおりに運動させることは困難であり、
「The11＋」のような画一的な疾病予防プログラム
を導入することは難しいかもしれない。その一方、
本演題で報告された重要な因子である傷害機転を
明らかにすることは既に実施されており、JRAが
骨折などの事故に関する統計結果を解析し、その
傷害機転を厩舎サイドに報告していることは、競
走馬の疾病予防に強く寄与していると考えられ
た。

（田村周久）
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　日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会は2つの
前身学会を礎として2009年に発足した学会であ
り、現在では3500名を超える会員が所属してい
る。第8回目となる今回は総演題数が1034題であ
り、膝や関節鏡の演題に加えて、腱や靱帯を含めた
スポーツ医学に関する臨床的な調査研究が数多く
報告された。また、本年の主催者挨拶では「疾病に
対する治療」の必要性は従来通り高いものの、近年
では「疾病予防」に関する調査が重要になりつつあ
ることが述べられ、実際に、スポーツメディカル
チェックや傷害予防に関する複数のシンポジウ
ム・セッションが設けられていた。以下に、3つの
演題の要旨を引用し紹介する。

○家兎靱帯修復におけるエラスチンの有用性の検
討

伊東直也(三重大学医学部)
　【目的】本研究の目的は弾性線維の主成分である
工ラスチンの、家兎内側側副靱帯（MCL)修復にお
ける効果を検討することである。【方法】12週家兎
を使用し、麻酔下にMCL中央部を鈍的に切離した。
工ラスチン群（A群）、PBS群（B群）で毎週1回、各薬
剤をMCL損傷部に局所注射し、術後6週、12週で屠
殺し力学試験、組織学的評価を行い、1• 3型コラー
ゲン、ALP、テノモジュリン、工ラスチンなどを
PCRで評価した。【結果】力学試験では、破断強度は
6週より12週で有意に増加した。弾性率・最大応力
は12週でA群が有意に高値であった。組織学的に

第69回日本酸化ストレス学会学術集会

　平成28年8月30日～31日の2日間にわたり、第
69回日本酸化ストレス学会学術集会が、仙台国際
センターにおいて開催された。特別講演2題、教育
講演2題、シンポジウム5題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演54題、ポスター発表80題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肥満症における生体内レドックス不均衡の是正
山田健一ら（九州大学）

　メタボリックシンドロームの基礎疾患である肥
満症は、糖尿病などの数多くの疾患のリスク因子
である。しかし、効果的な薬は少なく、新規メカニ
ズムによる治療薬の開発が望まれている。さて、肥

満症では、肝臓や骨格筋において生体内レドック
スペアNAD(H)の比(NAD+/NADH)が低下している
（NAD: ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド酸
化型、NADH:ニコチンアミドアデニンジヌクレオ
チド還元型）。一方で、脂肪組織や血中においては
活性酸素種(ROS)が産生されている。演者らはこの
点に着目し、肥満症において生じるレドックス不
均衡状態を改善できれば、代謝を活性化し肥満症
を是正できるのではないかと考えた。そこで、本研
究ではマウスを用いて、TEMPOL(4－ヒドロキシ
TEMPOは、分子式C9H18NO2で表される有機化合物
である。複素環式化合物の一種である。安定なラジ
カルとして酸化剤や触媒に使われる)投与により
変動した肝臓・脂肪組織中のレドックス状態を改 　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

善できるか、また、糖代謝に対する効果について検
討した。その結果、TEMPOL投与群で、肥満症の改
善が認められた。また、TEMPOLのNAD+/NADH上
昇作用・抗肥満作用にはミトコンドリアの酵素
NNT(ニコチンアミド・ヌクレオチド・トランスヒ
ドロゲナーゼ）により触媒されるNADPHの再生が
必要であることがわかった。したがって、生体内レ
ドックス不均衡の是正が肥満症の治療の新たな
ターゲットになることが期待される。

○昆虫食の食品機能性
井内良仁ら（山口大学）

　近年、人類の近未来における食料として昆虫食
の重要性が論じられるようになってきた。昆虫食
はその栄養面・経済面・環境面での利点から、将来
的に食糧危機の救世主になり得る多大な可能性を
秘めていることが指摘されている。しかし、日本で
の昆虫食の認知・普及を考えると、昆虫食が本来有
する利点に加え、健康増進や疾患予防に寄与する
ような付加価値を見出すことが必要になってく
る。本研究では昆虫について、その機能性食品とし
ての可能性を見出すことを目的とし、機能性成分
分析とマウスへの食餌実験を試みた。5種の昆虫
（トノサマバッタ、ショウリョウバッタ、コオロギ、
アブラゼミ、キリギリス）についてHPLCによるカ
ロティノイドの同定・定量を行った。また、DPPH 
assayによりそれぞれの抗酸化能を評価した。その
結果昆虫は、様々な機能性が指摘されているアス
タキサンチン及びβカロテンを多く含有するこ
と、そして抗酸化能も高いことがわかった。また、
高脂肪食とともに乾燥トノサマバッタを食べさせ
たマウス群では、対照群と比較して体重増加・内臓
脂肪蓄積量が抑制されていた。以上の結果は、昆虫
食にはメタボリックシンドローム抑制・健康増進
効果がある可能性を示唆している。今後、この機能
性を追求することで、昆虫食の認知と普及が大き

く期待できる。

◯SOD1欠損はモチベーションの低下を引き起こ
す

吉原大作ら（兵庫医科大学）
　うつ病や不安障害などの精神疾患は、日本国内
に300万人以上の患者を抱えており、様々な社会
的損失の原因になることから社会問題になってい
る。近年、これらの精神疾患の発症や増悪の危険因
子として、酸化ストレスが重要な役割を担ってい
ることが言われている。Cu/Zn-SOD(SOD1)は、活
性酸素種(ROS)発生の最上流に位置するスーパー
オキシドアニオンラジカルを消去する酵素で、生
体内における重要な抗酸化酵素である。生体内で
酸素消費量の多い臓器である脳においても、本酵
素は重要な役割を果たしていると考えられてい
る。しかしながら、抗酸化酵素であるSOD1が正常
な脳機能の調節にどのような役割を果たしている
かは明らかになっていない。そこで本研究では、
SOD1が脳機能調節に果たす役割を明らかにする
ために、本酵素がノックアウトされたマウス
(SOD1KOマウス)を用いて、行動学的解析および生
化学的解析を行った。その結果、SOD1KOマウス
は、能動的回避学習試験、社交性試験および性行動
試験において、モチベーションの低下を示唆する
ような行動を示した。また、脳内モノアミン量の測
定により、本マウスの大脳では、ドパミンの代謝回
転が遅延し、その一方で、セロトニンの代謝回転は
亢進していることがわかった。また、SOD1KOマウ
スの大脳では、ドパミンの神経伝達を抑制するド
パミン輸送体(DAT)が顕著に増加していた。以上の
結果から、SOD1がモノアミン神経伝達の機能を調
節し、正常な脳機能の維持に寄与している可能性
が示唆された。

（石田信繁）

は、HE染色で6週では靭帯線維配列は不均一で
あったが、A群の12週では靭帯線維配列は修復傾
向にあった。PCRでは、6週のA群でテノモジュリン
の発現が有意に高かった。【考察】工ラスチンはテ
ノモジュリンの発現を上昇させ、弾性率と最大応
力を向上させたことから、靱帯修復の早期に寄与
し靭帯修復の促進に有用であることが示唆され
た。
　エラスチンは線維芽細胞や腱細胞から産生され
る弾性線維である。腱・靱帯組織に多く含まれてお
り、コラーゲン線維を束ねて伸び縮みさせる機能
がある。腱組織の構成を簡単に説明すると、コラー
ゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)が腱の線
維成分を構成し、その線維間をヒアルロン酸など
のグリコサミノグリカンが基質として満たしてい
る。腱組織の修復を目的としたグリコサミノグリ
カンの局所投与が報告されているが、一般的な治
療法にはなり得ていない。その一方、エラスチンの
研究は近年盛んになってきており、再生医療にお
いては、エラスチンを多く産生できる種類の幹細
胞は、腱の修復効果が高いのではないかという仮
説の下、研究されている。本研究では、損傷部に直
接エラスチンを投与した結果、腱細胞のマーカー
であるテノモジュリンが多く発現し、力学的にも
向上が認められた。腱組織の修復に関しても有用
と考えられるため、更なる研究の進展を期待する。

○第5中足骨近位骨幹部疲労骨折〈いわゆるJones
骨折〉の予防 ～エコーを用いた検診の意義と
Stage分類の提唱～

立石智彦(順天堂大学医学部)
　【はじめに】Jones骨折はその頻度・原因・危険因
子・予防法についても未だ調査・研究段階である。
我々は予防を目的として超音波画像診断（エコー）
を用いたJones骨折検診を試みているので報告す
る。【対象と方法】高校・大学サッカーチームを対象
にJones骨折についてエコーを用いて検診を行っ
た。【結果】エコー所見陽性の選手を中心に二次検
診Xpを行い、無症候性Jones骨折を完全骨折前に
見つけることができた。圧痛では発見が困難であ
り、エコーが有用であった。【考察】エコー所見と
Xp像を基にStage分類を提唱したい。Stagel骨皮質

膨隆なし、Stage2骨皮質膨隆、Stage3完全骨折、
Stage4偽関節とし、Stagel・2は、それぞれXp所見で
骨皮質の肥厚、外側／底側の不全骨折などで亜分
類を設けた。エコーを用いてStage2の時点で不全
骨折を早期発見し完全骨折させないことを目標
に、検診を通じてJones骨折およびその予防の啓発
を今後続けてゆきたい。
　Jones骨折はスポーツ選手に認められ、overuse
による疲労骨折の一つと考えられている。患部の
疼痛が出現する時期に関しては様々な報告がある
が、近年では骨膜増生像や骨折線が認められるに
も関わらず無症候であり、そのまま運動を継続し
た結果、重度骨折に至る症例が報告されている。本
演題では、そうした重度骨折を防ぐために、エコー
検査による早期発見を目指していることが報告さ
れた。要旨には記載されていないが、エコー検査で
判明した早期の骨膜増生像は二次検診のレントゲ
ン検査では判別できなかったことから、演者らは
エコー検査を実施することの重要性を報告してい
た。ウマにおいても、overuseに起因する骨折は、疼
痛や熱感などの症状が出る前に骨形態に変化があ
るのではないか、またその骨変化をエコー検査で
判別することができれば、早期発見に寄与するの
ではないかと考えられた。

○大学女子サッカー選手において傷害予防プログ
ラム「The11＋」が傷害発生率に及ぼす影響 －2
年間の前向き調査一
馬越博久(八王子スポーツ整形外科リハビリテー
ションセンター)
　【目的】The11＋が大学女子サッカー選手の傷害
予防に有効であるか前向きに調査することを目的
とした【方法】関東大学女子サッカーリーグ1部に
所属する7チームの女子サッ力一選手のべ479名
を対象とし、The11＋介入(TR）群4チーム（249名）
とコントロール(CTRL）群3チーム（230名）に割り
当て、The11＋が傷害発生率に及ぼす影響につい
て調査した。調査項目はIOC injury surveillance 
s y s t e mを参考にし，傷害発生率を1 0 0 0  
athlete-hours(AH）を用いて算出した。x2独立性の
検定を用いてCTRL群に対するリスク比および
95%信頼区間を示し検討した。【結果】傷害総数は

CTRL群に対してTR群のリスク比は有意であった。
なかでも非接触型 A C L 損傷は T R 群 3 件・
0.06/1000AH、CTRL群10件・0.23/1000AHであ
り、CTRL群に対してTR群のリスク比は有意であっ
た【結論】The11＋は大学女子サッカー選手におい
て下肢傷害の中でも非接触型ACL損傷を予防する
効果があることが示唆された．
　「The11＋」とは、国際サッカー連盟(FIFA)の関連
団体が2006年に作成した外傷・障害予防を目的と
した20分間のウォーミングアップ運動である。選
手のレベルに応じて複数のプログラムが提案され
ており、体幹筋力とバランス感覚が養われるよう
に設計されている。対象疾病は、骨折や靱帯断裂な
どの重傷疾病のみならず、肉離れや捻挫なども含
まれている。本演題では、一般的なウォーミング
アップ運動と「The11＋」では、「The11＋」のほう
が疾病予防に有効であることを示した。同様の調
査は世界中で実施されており、「The11＋」の有用
性は多く報告されているようである。また、
「The11＋」はサッカーを目的としたプログラムで
あるが、他にもアルペンスキーやバレーボール、バ
スケットボールなどでも同様の疾病予防プログラ
ムがあるとのことだった。演者は、疾病予防には本

運動プログラムの実践が重要であるとともに、「ど
のような場面でケガをする確率が高いのか＝傷害
機転」を選手達に正しく伝え、理解させることも重
要であったと報告した。アンケートによるデータ
ではあるが、傷害機転を理解した選手は、運動プロ
グラムの意義を理解し、精力的に取り組んだとの
ことであった。
　競走馬トレーニングにおいては、これまでの積
み上げられてきた経験によって、既に洗練された
運動プログラムに到達している可能性を考慮する
必要はあるものの、理想的な調教運動を追求して
トレーナーが個々の考え方に従って調教している
ため、また、たとえ理想的な調教運動であってもウ
マをそのとおりに運動させることは困難であり、
「The11＋」のような画一的な疾病予防プログラム
を導入することは難しいかもしれない。その一方、
本演題で報告された重要な因子である傷害機転を
明らかにすることは既に実施されており、JRAが
骨折などの事故に関する統計結果を解析し、その
傷害機転を厩舎サイドに報告していることは、競
走馬の疾病予防に強く寄与していると考えられ
た。

（田村周久）
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　平成28年8月30日～31日の2日間にわたり、第
69回日本酸化ストレス学会学術集会が、仙台国際
センターにおいて開催された。特別講演2題、教育
講演2題、シンポジウム5題、学会賞受賞講演1題、
学術賞受賞講演2題、ランチョンセミナー2題、一
般講演54題、ポスター発表80題の発表があった。
以下に、印象的な演題について紹介する。

○肥満症における生体内レドックス不均衡の是正
山田健一ら（九州大学）

　メタボリックシンドロームの基礎疾患である肥
満症は、糖尿病などの数多くの疾患のリスク因子
である。しかし、効果的な薬は少なく、新規メカニ
ズムによる治療薬の開発が望まれている。さて、肥

満症では、肝臓や骨格筋において生体内レドック
スペアNAD(H)の比(NAD+/NADH)が低下している
（NAD: ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド酸
化型、NADH:ニコチンアミドアデニンジヌクレオ
チド還元型）。一方で、脂肪組織や血中においては
活性酸素種(ROS)が産生されている。演者らはこの
点に着目し、肥満症において生じるレドックス不
均衡状態を改善できれば、代謝を活性化し肥満症
を是正できるのではないかと考えた。そこで、本研
究ではマウスを用いて、TEMPOL(4－ヒドロキシ
TEMPOは、分子式C9H18NO2で表される有機化合物
である。複素環式化合物の一種である。安定なラジ
カルとして酸化剤や触媒に使われる)投与により
変動した肝臓・脂肪組織中のレドックス状態を改

平成28年度北海道地区学会ならびに
第67回北海道獣医師大会

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）

善できるか、また、糖代謝に対する効果について検
討した。その結果、TEMPOL投与群で、肥満症の改
善が認められた。また、TEMPOLのNAD+/NADH上
昇作用・抗肥満作用にはミトコンドリアの酵素
NNT(ニコチンアミド・ヌクレオチド・トランスヒ
ドロゲナーゼ）により触媒されるNADPHの再生が
必要であることがわかった。したがって、生体内レ
ドックス不均衡の是正が肥満症の治療の新たな
ターゲットになることが期待される。

○昆虫食の食品機能性
井内良仁ら（山口大学）

　近年、人類の近未来における食料として昆虫食
の重要性が論じられるようになってきた。昆虫食
はその栄養面・経済面・環境面での利点から、将来
的に食糧危機の救世主になり得る多大な可能性を
秘めていることが指摘されている。しかし、日本で
の昆虫食の認知・普及を考えると、昆虫食が本来有
する利点に加え、健康増進や疾患予防に寄与する
ような付加価値を見出すことが必要になってく
る。本研究では昆虫について、その機能性食品とし
ての可能性を見出すことを目的とし、機能性成分
分析とマウスへの食餌実験を試みた。5種の昆虫
（トノサマバッタ、ショウリョウバッタ、コオロギ、
アブラゼミ、キリギリス）についてHPLCによるカ
ロティノイドの同定・定量を行った。また、DPPH 
assayによりそれぞれの抗酸化能を評価した。その
結果昆虫は、様々な機能性が指摘されているアス
タキサンチン及びβカロテンを多く含有するこ
と、そして抗酸化能も高いことがわかった。また、
高脂肪食とともに乾燥トノサマバッタを食べさせ
たマウス群では、対照群と比較して体重増加・内臓
脂肪蓄積量が抑制されていた。以上の結果は、昆虫
食にはメタボリックシンドローム抑制・健康増進
効果がある可能性を示唆している。今後、この機能
性を追求することで、昆虫食の認知と普及が大き

く期待できる。

◯SOD1欠損はモチベーションの低下を引き起こ
す

吉原大作ら（兵庫医科大学）
　うつ病や不安障害などの精神疾患は、日本国内
に300万人以上の患者を抱えており、様々な社会
的損失の原因になることから社会問題になってい
る。近年、これらの精神疾患の発症や増悪の危険因
子として、酸化ストレスが重要な役割を担ってい
ることが言われている。Cu/Zn-SOD(SOD1)は、活
性酸素種(ROS)発生の最上流に位置するスーパー
オキシドアニオンラジカルを消去する酵素で、生
体内における重要な抗酸化酵素である。生体内で
酸素消費量の多い臓器である脳においても、本酵
素は重要な役割を果たしていると考えられてい
る。しかしながら、抗酸化酵素であるSOD1が正常
な脳機能の調節にどのような役割を果たしている
かは明らかになっていない。そこで本研究では、
SOD1が脳機能調節に果たす役割を明らかにする
ために、本酵素がノックアウトされたマウス
(SOD1KOマウス)を用いて、行動学的解析および生
化学的解析を行った。その結果、SOD1KOマウス
は、能動的回避学習試験、社交性試験および性行動
試験において、モチベーションの低下を示唆する
ような行動を示した。また、脳内モノアミン量の測
定により、本マウスの大脳では、ドパミンの代謝回
転が遅延し、その一方で、セロトニンの代謝回転は
亢進していることがわかった。また、SOD1KOマウ
スの大脳では、ドパミンの神経伝達を抑制するド
パミン輸送体(DAT)が顕著に増加していた。以上の
結果から、SOD1がモノアミン神経伝達の機能を調
節し、正常な脳機能の維持に寄与している可能性
が示唆された。

（石田信繁）
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　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
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れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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第64回日本化学療法学会総会

　日本化学療法学会は各種感染症の治療指針、薬
剤感受性試験判定の作成などを行っており、感染
症において非常に重要な学会である。今回は第64
回日本化学療法学会総会として『化学療法の今後
　多方面からの再考』と題し、6月9日から11日ま
で神戸国際会議場にて開催された。本学会におい
て感染症治療に関する有用な知見を得たので以下
に報告する。

パネルディスカッション
○術後感染予防抗菌薬適正使用―新しいガイドラ
インのポイント

竹末芳生（兵庫医科大学）

○術後感染症予防抗菌薬ガイドライン　整形外科
領域について

山田浩司（関東労災病院）

○消化器外科領域における術後感染症予防抗菌薬
ガイドライン

久保正二（大阪市立大学）
　
　ヒトにおいてもウマにおいても手術による感染

を完全に予防することは難しく、予防抗菌薬の投
与は幅広く行われている。日本化学療法学会と日
本外科感染症学会が共同で作成している術後感染
予防抗菌薬適正使用ガイドラインがこのたび改訂
されたため、本パネルディスカッションにおいて
そのポイントが説明されることとなった。このガ
イドラインは術部感染症(SSI)を予防するととも
に、耐性菌の発生、副作用の防止、治療期間の短縮
など、コストの削減、医療従事者の教育を目的に作
成されている。
　本改訂の特徴として各手術に対する抗菌薬の種
類と投与法について、それぞれ根拠となる文献と
そのエビデンスレベル（I~III）、そしてガイドライ
ンが提示する推奨グレード（A~D）の両方が記載さ
れた。この組み合わせから、科学的根拠がありガイ
ドラインとして推奨される治療、科学的根拠は不
十分であるがガイドラインとしては推奨する治
療、科学的根拠が無くガイドラインとして推奨さ
れない治療、無効性もしくは害を示す科学的根拠
がありガイドラインとして推奨しない治療に分け
られ、臨床医は科学的根拠を参照しながら容易に
抗菌薬の種類とその投与法の選択が可能となって
いる。また、本ガイドラインは一般的な整形外科か

ら、脳神経、心血管系、臓器、産婦人科、眼科、泌尿器
科とほとんどの部位の手術、多くの術式、清潔度に
あわせて推奨抗菌薬とその投与法を提唱してい
る。加えて、βラクタム系抗菌薬アレルギー患者の
代替薬、各種の基礎疾患や長時間手術などのSSI高
リスク群の投与法までカバーしており、ほとんど
の症例に対応できる幅広いガイドラインとなっ
た。
　予防抗菌薬は手術開始時から終了時まで適切な
抗菌薬濃度を維持し、術創を無菌状態ではなく、術
中汚染による細菌量を宿主防御機構でコントロー
ルできるレベルまでに下げることを目的としてい
る。また、その標的とする細菌は手術部位に常在す
る細菌であり、それらを抑制できる抗菌薬とその
投与法がガイドラインに示されている。整形外科
ではやはり皮膚常在菌が標的となるため、グラム
陽性球菌群に効果の期待できるセファロスポリン
が用いられている。特に、汚染の無い清潔創整形外
科手術（関節鏡や骨折整復術）では第1世代セファ
ロスポリンであるセファゾリン単回もしくは1日
投与が推奨されている。これは本会においても類
似しており、術創汚染の無い競走馬の螺子固定術
では第1世代セファロスポリンのセファロチンが
多く選択されている。ヒトの清潔創整形外科手術
のSSI発症率は2パーセント程度と低いことが報告
されているが、本会の競走馬における螺子固定術
も同程度の発症率（本年調査中データ）であり、比
較的良好な結果と考えられた。また、ヒトの開放骨
折に関しては軟部組織の損傷の少ない発症6時間
以内の症例に対しては、セファゾリンの2日間投
与が推奨されているが、軟部組織の損傷が大きく
土壌汚染が疑われる症例においては、Clostridium
属などの偏性嫌気性菌をカバーするため第3世代
セファロスポリンとβラクタマーゼ阻害剤配合ペ
ニシリンの2剤の2~3日間投与が推奨されている。
現状、競走馬において重篤な開放骨折の手術症例

はほとんど無く、予防抗菌薬の投与法も確立され
ていないことから、ヒト整形外科における科学的
根拠は今後のウマ研究の参考になると考えられ
る。
　一方で、開腹術を含める消化器外科領域は腸内
細菌を考慮に入れる必要がある。特に閉塞のある
上部消化管や下部消化管の手術においては、腸内
細菌として分離されるグラム陰性菌群と偏性嫌気
性菌群を標的とし、グラム陰性菌群をカバーする
第3世代セファロスポリンに加えて、偏性嫌気性
菌をカバーするメトロニダゾールもしくはβラク
タマーゼ阻害剤配合ペニシリンの2剤投与が推奨
されている。また、ヒトでは術前の経口抗菌薬の投
与は術中の予防抗菌薬の効果を増強することが報
告されており、可能な症例でメトロニダゾールな
どの経口投与が実施されている（ウマの開腹手術
は緊急手術がほとんどで適応困難であるが）。一
方、本会の開腹術では特に科学的根拠が無い状態
で、整形外科と同様に第1世代セファロスポリン
のセファロチン投与が一般的に使用されている
が、セファロチンはグラム陰性菌群や偏性嫌気性
菌には抗菌効果を有していない。本会では例数も
少なく、細菌分離の報告も少ないため、現状でヒト
と同様の予防抗菌薬が必要かどうかは不明であ
る。今後、細菌学的な見地からウマの消化器外科に
適した予防抗菌薬を検討していく必要があろう。
　尚、本ガイドラインはインターネット上で公開
されており、興味のある方は是非とも御一読いた
だきたい。
http://www.chemotherapy.or.jp/guideline/jyutsu
go_shiyou_jissen.pdf#search='%E8%A1%93%E5%
BE%8C%E6%84%9F%E6%9F%93%E4%BA%88%E
9%98%B2+%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%8
9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3'

（黒田泰輔）

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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　本学会はヒトの身体運動に関する科学的研究を
促進し、バイオメカニクスの発展のために設立さ

れた学会である。本大会は2年に1度開催されてい
る。演題はスポーツ動作に関する演題が主だった

が、他にもバーチャルリアリティーを駆使した実
験系や楽器演奏中の動作解析などもあった。
　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○疾走速度の相違が体幹の力発揮に及ぼす影響
佐渡夏紀ら（東京大学）

　走速度増大に伴い、下肢の矢状面上の力発揮増
大が求められることが示されている。しかし、矢状
面上の運動と仮定されることが多い走運動であっ
ても、体幹では横断面上の運動が大きいことが示
されており、走速度の影響は下肢とは異なると予
想される。そこで本研究では、走速度増大が体幹の
力発揮に及ぼす影響を検討した。12名の男子短距
離競技者に、全力までの5段階の速度（平均速度: 
3.16、4.48、5.70、7.19、9.35m/s）による走運動を
行わせ、40m地点の運動学データと地面反力デー
タを取得した。その結果、速度増大に伴い、支持期
後半に見られた腰仙関節捻転トルクのピーク値が
有意に増大した。さらに、このピーク値はゴルフス
イング動作や野球の投球動作時の捻転トルクより
も大きかった。一方、側屈トルクは接地直後と支持
期中盤で観察されたピーク値はともに、5.70m/s
以降では増大せず、走速度の影響は小さかった。伸
展トルクでは、接地直後のピーク値は各速度間で
有意差が認められたが支持期中盤のピーク値は
4.48m/s以降で増大は観察されず、捻転トルクと
比較すると走速度の影響は小さかった。したがっ
て、体幹では走速度増大に対し特に横断面（捻転）
の力発揮増大が認められることが明らかとなっ
た。
　速く走るために重要な動作はいくつか考えられ
るが、これまでは矢状面の動きが注目されてきた。
つまり、進行方向に対して身体をどのように動か
せば良いか、どのような筋力が重要かということ
に焦点が当てられてきた。本研究では走速度増大
には骨盤の横断面の動き、すなわち捻りの力が必
要であることが示された。この動きに必要な筋肉
は何かを演者に質問したところ、腹筋群、特に腹斜
筋と予想するが、今後筋電図を利用して検討して
いきたいとのことだった。体幹の動作はスポーツ
動作において非常に注目されており、トレーニン

グ法も発展してきている。競走馬においても骨盤
の動作を捉えることができれば、これまでとは
違った切り口で競走馬の走動作解析ができる可能
性があるため、今後この分野の研究には注目して
いきたい。

○大学生男女サッカー選手のスプリント走におけ
る下肢関節動作の比較

田村雄志ら（福岡大学）
　本研究では、大学生男女サッカー選手の疾走動
作の違いを明らかにし、サッカー選手へのスプリ
ント指導に役立てるための知見を得ることを目的
とした。被験者は、体育会サッカー部に所属する男
子10名（17 3 . 3±4 . 0 cm、65 . 9±5 . 8 k g、
19 . 5±1 .1 y r s）、女子10名（162±2 .0 cm、
56.9±2.0kg、19.8±1.8yrs）とし、スタンディング
スタートによる50m走を行わせた。走路側方に設
置した1台のデジタルハイスピードカメラ
（EX-F1）によって、35m付近の疾走動作を毎秒300
コマで撮影し、動作分析ソフト（Frame-DAISⅣ）を
用いて各部の二次元座標値を算出した。
　その結果、女子選手は男子選手に比較して接地
期後半での股関節と膝関節の伸展および足関節の
底屈が大きかった（p<0.05）。股関節の伸展トルク
は男子選手では走破タイムと負の相関（r=0.7）が
あったが、女子選手では有意な相関関係が認めら
れなかった。また、1ステップにおける接地期の時
間比も女子選手が男子選手よりも長かった。それ
に伴い、遊脚期前半では股関節および膝関節の屈
曲が小さいことが明らかになった。このことから、
女子選手は男子選手に比べて、接地脚によって地
面を長い時間押すことで遊脚の前方へのスイング
が遅れる（股関節および膝関節の伸展から屈曲へ
のタイミングが遅い）傾向にあることが示唆され
た。
　短距離走の走行フォームに性差があることを示
唆する発表であり、脚の接地時間を確保するため
女子は脚を後方に流すフォームの方が速く走れる
のではないかということであった。脚の長さや筋
肉量を反映している可能性もあるため、身長や体
重で規格化した方が良いと思われるが、競走馬で
も性別、脚の長さ、体重などのパラメーターごとに

運動学的データを取得できれば、性別や体形に見
合った走り方やトレーニングの提案ができる可能
性があるのではないだろうか。

○T42クラスパラリンピック金メダリストの非対
称性走行フォーム

橋詰　賢ら（産業総合研究所）
　健常者の短距離走者は左右対称の走行フォーム
となることが知られているが、片脚義足（大腿部よ
り遠位が義足のT42クラス）の短距離走者にも左
右対称な走行フォームが適しているのかは不明で
ある。そこで、本研究の目的はパラリンピック金メ
ダリストの健常脚と義足の使い方を明らかにする
こととした。被験者はロンドンパラリンピック
T42クラス100ｍ金メダリストと、日本の同クラ
ス短距離走者の6名（全員がどちらかの脚が大腿
部以下が義足）とし、最大努力下で100mを走行さ
せた。走行スピードは金メダリストが日本人短距
離走者よりも1.61m/s速く、これは主にストライ
ド時間が異なる（金メダリスト432ms vs 日本人
513ms）ことに起因すると考えられた。日本人の
ステップ時間は左右ともにほとんど変わらなかっ
たが、金メダリストのステップ時間は健常脚
（158ms）よりも義足（277ms）が明らかに長かっ
た。そして、金メダリストの健常脚の遊脚期
（58ms）は日本人（153ms）よりも明らかに短く、
これは床反力垂直成分由来の力積が小さいことに
起因すると考えられた（金メダリスト120Ns/kg 
vs 日本人 142Ns/kg）。
　左右非対称の動作をすることでパフォーマンス
を高めている一例の症例報告であった。競馬にお
いて義足のウマが競走に出走することはまずない
と思うが、螺子固定術やプレート固定術を実施し
たウマ、あるいは重度の屈腱炎既往馬は従来とは
異なる走行フォームになっているかもしれない。
また、そのようなウマは、手前肢が既往肢の時と健
常肢の時では運動学的に異なる戦略を取っている
可能性も考えられた。

○野球の試合中における投手の筋活動の変動
小林裕央ら（東京大学大学院）

　野球のピッチングにおける筋活動の協調性は実

際の試合中にどの程度変動するのか、そしてその
変動にはどのような要因が影響するのか。本研究
は、それらを明らかにすることで、投球の変動を最
小化して安定した投球を実現する方法の科学的根
拠を得ることを最終目的とした。本報告では、実際
の試合中に投手の筋活動がどの程度変動するのか
を調べた結果について報告する。
　大学まで野球経験のある被験者1名（36歳）を対
象とし、全身13か所に電極を貼り付けた状態で投
球してもらい、1球ごとの平均筋活動電位（mEMG）
を算出した。その結果、三角筋、大胸筋、右外腹斜
筋、脊柱起立筋といった体幹筋群のmEMGは変動
がほとんどなかった。一方、橈側手根屈筋、橈側手
根伸筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋といった投球腕の
筋群、および中殿筋、大腿二頭筋、前脛骨筋といっ
た下肢筋群のmEMGはイニングによって変動があ
り、特に多くの失点をしたイニングでは投球間で
顕著にバラつきの増加が観察された。
　試合中の上肢や下肢のmEMGはイニングによっ
て変動し、特に失点する場面など緊張が高まる場
面ではその変動が激しくなる傾向が確認された。
一方で、体幹筋群のmEMGに対してはその影響が
少ないことが示唆された。
　被験者は5回で投球終了しており、最も失点し
た回かつ最もmEMGの変動が大きかった回は4回
であった。このことから、ランナーを背負ってしま
い、「失点したくない」というプレッシャーのみで
協調性がなくなったのではなく、疲労の要因も大
きいのではないかと感じた。実際、演者もそのよう
に感じているようで、精神的ストレスと疲労が筋
肉の協調性に及ぼす影響を今後検討していきたい
とのことであった。筋肉の協調性は野球やサッ
カーのようにボールコントロールが問われる状況
や、足関節を自らの想定した場所に着地させる動
作時に重要であると考えられる。この協調性がな
くなると、コントロールミスや捻挫をしやすくな
る可能性が高い。競走馬においても筋肉の協調性
に関する研究が進めば、故障予防につながるので
はないかと考えられた。

（高橋佑治）

　日本化学療法学会は各種感染症の治療指針、薬
剤感受性試験判定の作成などを行っており、感染
症において非常に重要な学会である。今回は第64
回日本化学療法学会総会として『化学療法の今後
　多方面からの再考』と題し、6月9日から11日ま
で神戸国際会議場にて開催された。本学会におい
て感染症治療に関する有用な知見を得たので以下
に報告する。

パネルディスカッション
○術後感染予防抗菌薬適正使用―新しいガイドラ
インのポイント

竹末芳生（兵庫医科大学）

○術後感染症予防抗菌薬ガイドライン　整形外科
領域について

山田浩司（関東労災病院）

○消化器外科領域における術後感染症予防抗菌薬
ガイドライン

久保正二（大阪市立大学）
　
　ヒトにおいてもウマにおいても手術による感染

を完全に予防することは難しく、予防抗菌薬の投
与は幅広く行われている。日本化学療法学会と日
本外科感染症学会が共同で作成している術後感染
予防抗菌薬適正使用ガイドラインがこのたび改訂
されたため、本パネルディスカッションにおいて
そのポイントが説明されることとなった。このガ
イドラインは術部感染症(SSI)を予防するととも
に、耐性菌の発生、副作用の防止、治療期間の短縮
など、コストの削減、医療従事者の教育を目的に作
成されている。
　本改訂の特徴として各手術に対する抗菌薬の種
類と投与法について、それぞれ根拠となる文献と
そのエビデンスレベル（I~III）、そしてガイドライ
ンが提示する推奨グレード（A~D）の両方が記載さ
れた。この組み合わせから、科学的根拠がありガイ
ドラインとして推奨される治療、科学的根拠は不
十分であるがガイドラインとしては推奨する治
療、科学的根拠が無くガイドラインとして推奨さ
れない治療、無効性もしくは害を示す科学的根拠
がありガイドラインとして推奨しない治療に分け
られ、臨床医は科学的根拠を参照しながら容易に
抗菌薬の種類とその投与法の選択が可能となって
いる。また、本ガイドラインは一般的な整形外科か

ら、脳神経、心血管系、臓器、産婦人科、眼科、泌尿器
科とほとんどの部位の手術、多くの術式、清潔度に
あわせて推奨抗菌薬とその投与法を提唱してい
る。加えて、βラクタム系抗菌薬アレルギー患者の
代替薬、各種の基礎疾患や長時間手術などのSSI高
リスク群の投与法までカバーしており、ほとんど
の症例に対応できる幅広いガイドラインとなっ
た。
　予防抗菌薬は手術開始時から終了時まで適切な
抗菌薬濃度を維持し、術創を無菌状態ではなく、術
中汚染による細菌量を宿主防御機構でコントロー
ルできるレベルまでに下げることを目的としてい
る。また、その標的とする細菌は手術部位に常在す
る細菌であり、それらを抑制できる抗菌薬とその
投与法がガイドラインに示されている。整形外科
ではやはり皮膚常在菌が標的となるため、グラム
陽性球菌群に効果の期待できるセファロスポリン
が用いられている。特に、汚染の無い清潔創整形外
科手術（関節鏡や骨折整復術）では第1世代セファ
ロスポリンであるセファゾリン単回もしくは1日
投与が推奨されている。これは本会においても類
似しており、術創汚染の無い競走馬の螺子固定術
では第1世代セファロスポリンのセファロチンが
多く選択されている。ヒトの清潔創整形外科手術
のSSI発症率は2パーセント程度と低いことが報告
されているが、本会の競走馬における螺子固定術
も同程度の発症率（本年調査中データ）であり、比
較的良好な結果と考えられた。また、ヒトの開放骨
折に関しては軟部組織の損傷の少ない発症6時間
以内の症例に対しては、セファゾリンの2日間投
与が推奨されているが、軟部組織の損傷が大きく
土壌汚染が疑われる症例においては、Clostridium
属などの偏性嫌気性菌をカバーするため第3世代
セファロスポリンとβラクタマーゼ阻害剤配合ペ
ニシリンの2剤の2~3日間投与が推奨されている。
現状、競走馬において重篤な開放骨折の手術症例

はほとんど無く、予防抗菌薬の投与法も確立され
ていないことから、ヒト整形外科における科学的
根拠は今後のウマ研究の参考になると考えられ
る。
　一方で、開腹術を含める消化器外科領域は腸内
細菌を考慮に入れる必要がある。特に閉塞のある
上部消化管や下部消化管の手術においては、腸内
細菌として分離されるグラム陰性菌群と偏性嫌気
性菌群を標的とし、グラム陰性菌群をカバーする
第3世代セファロスポリンに加えて、偏性嫌気性
菌をカバーするメトロニダゾールもしくはβラク
タマーゼ阻害剤配合ペニシリンの2剤投与が推奨
されている。また、ヒトでは術前の経口抗菌薬の投
与は術中の予防抗菌薬の効果を増強することが報
告されており、可能な症例でメトロニダゾールな
どの経口投与が実施されている（ウマの開腹手術
は緊急手術がほとんどで適応困難であるが）。一
方、本会の開腹術では特に科学的根拠が無い状態
で、整形外科と同様に第1世代セファロスポリン
のセファロチン投与が一般的に使用されている
が、セファロチンはグラム陰性菌群や偏性嫌気性
菌には抗菌効果を有していない。本会では例数も
少なく、細菌分離の報告も少ないため、現状でヒト
と同様の予防抗菌薬が必要かどうかは不明であ
る。今後、細菌学的な見地からウマの消化器外科に
適した予防抗菌薬を検討していく必要があろう。
　尚、本ガイドラインはインターネット上で公開
されており、興味のある方は是非とも御一読いた
だきたい。
http://www.chemotherapy.or.jp/guideline/jyutsu
go_shiyou_jissen.pdf#search='%E8%A1%93%E5%
BE%8C%E6%84%9F%E6%9F%93%E4%BA%88%E
9%98%B2+%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%8
9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3'

（黒田泰輔）

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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　本学会はヒトの身体運動に関する科学的研究を
促進し、バイオメカニクスの発展のために設立さ

れた学会である。本大会は2年に1度開催されてい
る。演題はスポーツ動作に関する演題が主だった

が、他にもバーチャルリアリティーを駆使した実
験系や楽器演奏中の動作解析などもあった。
　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○疾走速度の相違が体幹の力発揮に及ぼす影響
佐渡夏紀ら（東京大学）

　走速度増大に伴い、下肢の矢状面上の力発揮増
大が求められることが示されている。しかし、矢状
面上の運動と仮定されることが多い走運動であっ
ても、体幹では横断面上の運動が大きいことが示
されており、走速度の影響は下肢とは異なると予
想される。そこで本研究では、走速度増大が体幹の
力発揮に及ぼす影響を検討した。12名の男子短距
離競技者に、全力までの5段階の速度（平均速度: 
3.16、4.48、5.70、7.19、9.35m/s）による走運動を
行わせ、40m地点の運動学データと地面反力デー
タを取得した。その結果、速度増大に伴い、支持期
後半に見られた腰仙関節捻転トルクのピーク値が
有意に増大した。さらに、このピーク値はゴルフス
イング動作や野球の投球動作時の捻転トルクより
も大きかった。一方、側屈トルクは接地直後と支持
期中盤で観察されたピーク値はともに、5.70m/s
以降では増大せず、走速度の影響は小さかった。伸
展トルクでは、接地直後のピーク値は各速度間で
有意差が認められたが支持期中盤のピーク値は
4.48m/s以降で増大は観察されず、捻転トルクと
比較すると走速度の影響は小さかった。したがっ
て、体幹では走速度増大に対し特に横断面（捻転）
の力発揮増大が認められることが明らかとなっ
た。
　速く走るために重要な動作はいくつか考えられ
るが、これまでは矢状面の動きが注目されてきた。
つまり、進行方向に対して身体をどのように動か
せば良いか、どのような筋力が重要かということ
に焦点が当てられてきた。本研究では走速度増大
には骨盤の横断面の動き、すなわち捻りの力が必
要であることが示された。この動きに必要な筋肉
は何かを演者に質問したところ、腹筋群、特に腹斜
筋と予想するが、今後筋電図を利用して検討して
いきたいとのことだった。体幹の動作はスポーツ
動作において非常に注目されており、トレーニン

グ法も発展してきている。競走馬においても骨盤
の動作を捉えることができれば、これまでとは
違った切り口で競走馬の走動作解析ができる可能
性があるため、今後この分野の研究には注目して
いきたい。

○大学生男女サッカー選手のスプリント走におけ
る下肢関節動作の比較

田村雄志ら（福岡大学）
　本研究では、大学生男女サッカー選手の疾走動
作の違いを明らかにし、サッカー選手へのスプリ
ント指導に役立てるための知見を得ることを目的
とした。被験者は、体育会サッカー部に所属する男
子10名（17 3 . 3±4 . 0 cm、65 . 9±5 . 8 k g、
19 . 5±1 .1 y r s）、女子10名（162±2 .0 cm、
56.9±2.0kg、19.8±1.8yrs）とし、スタンディング
スタートによる50m走を行わせた。走路側方に設
置した1台のデジタルハイスピードカメラ
（EX-F1）によって、35m付近の疾走動作を毎秒300
コマで撮影し、動作分析ソフト（Frame-DAISⅣ）を
用いて各部の二次元座標値を算出した。
　その結果、女子選手は男子選手に比較して接地
期後半での股関節と膝関節の伸展および足関節の
底屈が大きかった（p<0.05）。股関節の伸展トルク
は男子選手では走破タイムと負の相関（r=0.7）が
あったが、女子選手では有意な相関関係が認めら
れなかった。また、1ステップにおける接地期の時
間比も女子選手が男子選手よりも長かった。それ
に伴い、遊脚期前半では股関節および膝関節の屈
曲が小さいことが明らかになった。このことから、
女子選手は男子選手に比べて、接地脚によって地
面を長い時間押すことで遊脚の前方へのスイング
が遅れる（股関節および膝関節の伸展から屈曲へ
のタイミングが遅い）傾向にあることが示唆され
た。
　短距離走の走行フォームに性差があることを示
唆する発表であり、脚の接地時間を確保するため
女子は脚を後方に流すフォームの方が速く走れる
のではないかということであった。脚の長さや筋
肉量を反映している可能性もあるため、身長や体
重で規格化した方が良いと思われるが、競走馬で
も性別、脚の長さ、体重などのパラメーターごとに

運動学的データを取得できれば、性別や体形に見
合った走り方やトレーニングの提案ができる可能
性があるのではないだろうか。

○T42クラスパラリンピック金メダリストの非対
称性走行フォーム

橋詰　賢ら（産業総合研究所）
　健常者の短距離走者は左右対称の走行フォーム
となることが知られているが、片脚義足（大腿部よ
り遠位が義足のT42クラス）の短距離走者にも左
右対称な走行フォームが適しているのかは不明で
ある。そこで、本研究の目的はパラリンピック金メ
ダリストの健常脚と義足の使い方を明らかにする
こととした。被験者はロンドンパラリンピック
T42クラス100ｍ金メダリストと、日本の同クラ
ス短距離走者の6名（全員がどちらかの脚が大腿
部以下が義足）とし、最大努力下で100mを走行さ
せた。走行スピードは金メダリストが日本人短距
離走者よりも1.61m/s速く、これは主にストライ
ド時間が異なる（金メダリスト432ms vs 日本人
513ms）ことに起因すると考えられた。日本人の
ステップ時間は左右ともにほとんど変わらなかっ
たが、金メダリストのステップ時間は健常脚
（158ms）よりも義足（277ms）が明らかに長かっ
た。そして、金メダリストの健常脚の遊脚期
（58ms）は日本人（153ms）よりも明らかに短く、
これは床反力垂直成分由来の力積が小さいことに
起因すると考えられた（金メダリスト120Ns/kg 
vs 日本人 142Ns/kg）。
　左右非対称の動作をすることでパフォーマンス
を高めている一例の症例報告であった。競馬にお
いて義足のウマが競走に出走することはまずない
と思うが、螺子固定術やプレート固定術を実施し
たウマ、あるいは重度の屈腱炎既往馬は従来とは
異なる走行フォームになっているかもしれない。
また、そのようなウマは、手前肢が既往肢の時と健
常肢の時では運動学的に異なる戦略を取っている
可能性も考えられた。

○野球の試合中における投手の筋活動の変動
小林裕央ら（東京大学大学院）

　野球のピッチングにおける筋活動の協調性は実

際の試合中にどの程度変動するのか、そしてその
変動にはどのような要因が影響するのか。本研究
は、それらを明らかにすることで、投球の変動を最
小化して安定した投球を実現する方法の科学的根
拠を得ることを最終目的とした。本報告では、実際
の試合中に投手の筋活動がどの程度変動するのか
を調べた結果について報告する。
　大学まで野球経験のある被験者1名（36歳）を対
象とし、全身13か所に電極を貼り付けた状態で投
球してもらい、1球ごとの平均筋活動電位（mEMG）
を算出した。その結果、三角筋、大胸筋、右外腹斜
筋、脊柱起立筋といった体幹筋群のmEMGは変動
がほとんどなかった。一方、橈側手根屈筋、橈側手
根伸筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋といった投球腕の
筋群、および中殿筋、大腿二頭筋、前脛骨筋といっ
た下肢筋群のmEMGはイニングによって変動があ
り、特に多くの失点をしたイニングでは投球間で
顕著にバラつきの増加が観察された。
　試合中の上肢や下肢のmEMGはイニングによっ
て変動し、特に失点する場面など緊張が高まる場
面ではその変動が激しくなる傾向が確認された。
一方で、体幹筋群のmEMGに対してはその影響が
少ないことが示唆された。
　被験者は5回で投球終了しており、最も失点し
た回かつ最もmEMGの変動が大きかった回は4回
であった。このことから、ランナーを背負ってしま
い、「失点したくない」というプレッシャーのみで
協調性がなくなったのではなく、疲労の要因も大
きいのではないかと感じた。実際、演者もそのよう
に感じているようで、精神的ストレスと疲労が筋
肉の協調性に及ぼす影響を今後検討していきたい
とのことであった。筋肉の協調性は野球やサッ
カーのようにボールコントロールが問われる状況
や、足関節を自らの想定した場所に着地させる動
作時に重要であると考えられる。この協調性がな
くなると、コントロールミスや捻挫をしやすくな
る可能性が高い。競走馬においても筋肉の協調性
に関する研究が進めば、故障予防につながるので
はないかと考えられた。

（高橋佑治）

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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　本学会はヒトの身体運動に関する科学的研究を
促進し、バイオメカニクスの発展のために設立さ

れた学会である。本大会は2年に1度開催されてい
る。演題はスポーツ動作に関する演題が主だった

が、他にもバーチャルリアリティーを駆使した実
験系や楽器演奏中の動作解析などもあった。
　以下、我々の研究に有益であると思われる演題
を紹介する。

○疾走速度の相違が体幹の力発揮に及ぼす影響
佐渡夏紀ら（東京大学）

　走速度増大に伴い、下肢の矢状面上の力発揮増
大が求められることが示されている。しかし、矢状
面上の運動と仮定されることが多い走運動であっ
ても、体幹では横断面上の運動が大きいことが示
されており、走速度の影響は下肢とは異なると予
想される。そこで本研究では、走速度増大が体幹の
力発揮に及ぼす影響を検討した。12名の男子短距
離競技者に、全力までの5段階の速度（平均速度: 
3.16、4.48、5.70、7.19、9.35m/s）による走運動を
行わせ、40m地点の運動学データと地面反力デー
タを取得した。その結果、速度増大に伴い、支持期
後半に見られた腰仙関節捻転トルクのピーク値が
有意に増大した。さらに、このピーク値はゴルフス
イング動作や野球の投球動作時の捻転トルクより
も大きかった。一方、側屈トルクは接地直後と支持
期中盤で観察されたピーク値はともに、5.70m/s
以降では増大せず、走速度の影響は小さかった。伸
展トルクでは、接地直後のピーク値は各速度間で
有意差が認められたが支持期中盤のピーク値は
4.48m/s以降で増大は観察されず、捻転トルクと
比較すると走速度の影響は小さかった。したがっ
て、体幹では走速度増大に対し特に横断面（捻転）
の力発揮増大が認められることが明らかとなっ
た。
　速く走るために重要な動作はいくつか考えられ
るが、これまでは矢状面の動きが注目されてきた。
つまり、進行方向に対して身体をどのように動か
せば良いか、どのような筋力が重要かということ
に焦点が当てられてきた。本研究では走速度増大
には骨盤の横断面の動き、すなわち捻りの力が必
要であることが示された。この動きに必要な筋肉
は何かを演者に質問したところ、腹筋群、特に腹斜
筋と予想するが、今後筋電図を利用して検討して
いきたいとのことだった。体幹の動作はスポーツ
動作において非常に注目されており、トレーニン

グ法も発展してきている。競走馬においても骨盤
の動作を捉えることができれば、これまでとは
違った切り口で競走馬の走動作解析ができる可能
性があるため、今後この分野の研究には注目して
いきたい。

○大学生男女サッカー選手のスプリント走におけ
る下肢関節動作の比較

田村雄志ら（福岡大学）
　本研究では、大学生男女サッカー選手の疾走動
作の違いを明らかにし、サッカー選手へのスプリ
ント指導に役立てるための知見を得ることを目的
とした。被験者は、体育会サッカー部に所属する男
子10名（17 3 . 3±4 . 0 cm、65 . 9±5 . 8 k g、
19 . 5±1 .1 y r s）、女子10名（162±2 .0 cm、
56.9±2.0kg、19.8±1.8yrs）とし、スタンディング
スタートによる50m走を行わせた。走路側方に設
置した1台のデジタルハイスピードカメラ
（EX-F1）によって、35m付近の疾走動作を毎秒300
コマで撮影し、動作分析ソフト（Frame-DAISⅣ）を
用いて各部の二次元座標値を算出した。
　その結果、女子選手は男子選手に比較して接地
期後半での股関節と膝関節の伸展および足関節の
底屈が大きかった（p<0.05）。股関節の伸展トルク
は男子選手では走破タイムと負の相関（r=0.7）が
あったが、女子選手では有意な相関関係が認めら
れなかった。また、1ステップにおける接地期の時
間比も女子選手が男子選手よりも長かった。それ
に伴い、遊脚期前半では股関節および膝関節の屈
曲が小さいことが明らかになった。このことから、
女子選手は男子選手に比べて、接地脚によって地
面を長い時間押すことで遊脚の前方へのスイング
が遅れる（股関節および膝関節の伸展から屈曲へ
のタイミングが遅い）傾向にあることが示唆され
た。
　短距離走の走行フォームに性差があることを示
唆する発表であり、脚の接地時間を確保するため
女子は脚を後方に流すフォームの方が速く走れる
のではないかということであった。脚の長さや筋
肉量を反映している可能性もあるため、身長や体
重で規格化した方が良いと思われるが、競走馬で
も性別、脚の長さ、体重などのパラメーターごとに

運動学的データを取得できれば、性別や体形に見
合った走り方やトレーニングの提案ができる可能
性があるのではないだろうか。

○T42クラスパラリンピック金メダリストの非対
称性走行フォーム

橋詰　賢ら（産業総合研究所）
　健常者の短距離走者は左右対称の走行フォーム
となることが知られているが、片脚義足（大腿部よ
り遠位が義足のT42クラス）の短距離走者にも左
右対称な走行フォームが適しているのかは不明で
ある。そこで、本研究の目的はパラリンピック金メ
ダリストの健常脚と義足の使い方を明らかにする
こととした。被験者はロンドンパラリンピック
T42クラス100ｍ金メダリストと、日本の同クラ
ス短距離走者の6名（全員がどちらかの脚が大腿
部以下が義足）とし、最大努力下で100mを走行さ
せた。走行スピードは金メダリストが日本人短距
離走者よりも1.61m/s速く、これは主にストライ
ド時間が異なる（金メダリスト432ms vs 日本人
513ms）ことに起因すると考えられた。日本人の
ステップ時間は左右ともにほとんど変わらなかっ
たが、金メダリストのステップ時間は健常脚
（158ms）よりも義足（277ms）が明らかに長かっ
た。そして、金メダリストの健常脚の遊脚期
（58ms）は日本人（153ms）よりも明らかに短く、
これは床反力垂直成分由来の力積が小さいことに
起因すると考えられた（金メダリスト120Ns/kg 
vs 日本人 142Ns/kg）。
　左右非対称の動作をすることでパフォーマンス
を高めている一例の症例報告であった。競馬にお
いて義足のウマが競走に出走することはまずない
と思うが、螺子固定術やプレート固定術を実施し
たウマ、あるいは重度の屈腱炎既往馬は従来とは
異なる走行フォームになっているかもしれない。
また、そのようなウマは、手前肢が既往肢の時と健
常肢の時では運動学的に異なる戦略を取っている
可能性も考えられた。

○野球の試合中における投手の筋活動の変動
小林裕央ら（東京大学大学院）

　野球のピッチングにおける筋活動の協調性は実

際の試合中にどの程度変動するのか、そしてその
変動にはどのような要因が影響するのか。本研究
は、それらを明らかにすることで、投球の変動を最
小化して安定した投球を実現する方法の科学的根
拠を得ることを最終目的とした。本報告では、実際
の試合中に投手の筋活動がどの程度変動するのか
を調べた結果について報告する。
　大学まで野球経験のある被験者1名（36歳）を対
象とし、全身13か所に電極を貼り付けた状態で投
球してもらい、1球ごとの平均筋活動電位（mEMG）
を算出した。その結果、三角筋、大胸筋、右外腹斜
筋、脊柱起立筋といった体幹筋群のmEMGは変動
がほとんどなかった。一方、橈側手根屈筋、橈側手
根伸筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋といった投球腕の
筋群、および中殿筋、大腿二頭筋、前脛骨筋といっ
た下肢筋群のmEMGはイニングによって変動があ
り、特に多くの失点をしたイニングでは投球間で
顕著にバラつきの増加が観察された。
　試合中の上肢や下肢のmEMGはイニングによっ
て変動し、特に失点する場面など緊張が高まる場
面ではその変動が激しくなる傾向が確認された。
一方で、体幹筋群のmEMGに対してはその影響が
少ないことが示唆された。
　被験者は5回で投球終了しており、最も失点し
た回かつ最もmEMGの変動が大きかった回は4回
であった。このことから、ランナーを背負ってしま
い、「失点したくない」というプレッシャーのみで
協調性がなくなったのではなく、疲労の要因も大
きいのではないかと感じた。実際、演者もそのよう
に感じているようで、精神的ストレスと疲労が筋
肉の協調性に及ぼす影響を今後検討していきたい
とのことであった。筋肉の協調性は野球やサッ
カーのようにボールコントロールが問われる状況
や、足関節を自らの想定した場所に着地させる動
作時に重要であると考えられる。この協調性がな
くなると、コントロールミスや捻挫をしやすくな
る可能性が高い。競走馬においても筋肉の協調性
に関する研究が進めば、故障予防につながるので
はないかと考えられた。

（高橋佑治）
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がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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○抗原・感染の防御に対するp63を介したヒト鼻
粘膜上皮バリアの調節機構

金子躍人ら（札幌医科大学）
　p63はp53がん抑制遺伝子ファミリーの１つで、
２か所の転写開始点を持ち、TA型とΔN型が存在
する。p63は、p53同様に細胞周期中の細胞増殖と
DNA損傷や低酸素のような環境刺激に反応してア
ポトーシスを制御する転写因子として機能してい
ることが明らかにされているが、それ以外に、様々
な上皮の基底細胞の核に発現し、特定の組織にお
いて特別な働きを有しているとの報告が、最近な
されている。ヒトの鼻粘膜においては、粘膜上皮の
バリア機能に異常が見られる鼻茸（nasal polype)
やアレルギー性鼻炎におけるTAp63やΔNp63に
関する詳細な役割やその調節機構は十分検討され
ていない。そこで演者らは、自身が以前に確立した
正常ヒト鼻粘膜上皮細胞系を用いて、TAp63ある
いはΔNp63の発現変化によって上皮バリアに重
要な役割を担っている細胞間接着装置のタイト結
合分子ないし線毛形成がどれだけ影響を受けるか
を検討していた。先ずsiRNAを用いてTAp63およ
びΔNp63を発現低下させる実験を行った。その結
果、転写因子SP-1およびNF-κBを介したタイト結
合分子の増加が観察され、上皮細胞間の結合が強
固となることによるバリアおよびフェンス機能が
亢進することが示された。また細胞表面には多数
の線毛様構造物が出現しており、鼻粘膜上皮細胞
の表面において線毛による異物の補足や排除機能
の亢進も推察された。次にp63の調節にはヒスト
ンアセチル化の関与が知られていることから、ヒ
ストン脱アセチル化阻害剤で処置する実験を行っ
たところ、p63の発現は低下し、タイト結合分子お
よび細胞表面の微絨毛の増加が観察された。以上
の成績から、転写制御因子p63は、ヒト鼻粘膜上皮
バリアにおいては負の調節機構に関与し、p63の
発現抑制は、鼻粘膜上皮における抗原や感染の防
御に非常に有用であることが示されたと報告して
いた。
　馬のウイルス感染症である馬鼻肺炎では、原因

ウイルスであるEHV-1は最初に鼻粘膜に感染して
そこで増殖することで馬は発熱する。そして鼻粘
膜上皮細胞で増殖したEHV-1は同部から外界に排
泄され、同居馬が感染する。また鼻粘膜のEHV-1は
そこへ浸潤したリンパ球やマクロファージに感染
して血流に乗り、細胞随伴性のウイルス血症を起
こして、流産や神経症状に発展する。この様に馬鼻
肺炎では、鼻粘膜上皮細胞はEHV-1の感染進入門
戸として非常に重要である。また馬インフルエン
ザにおいても鼻粘膜は同様に初感染部位であるこ
とから、今回発表された鼻粘膜のバリア機能に関
する研究は、馬鼻肺炎や馬インフルエンザの感染
防御に関する研究において大変参考になる内容で
あった。

○死体ドナーからの子宮移植を想定したカニクイ
ザルにおける子宮の温阻血許容時間と病理組織学
的検証

安達将隆ら（慶応義塾大学）
　近年、子宮性不妊に対する治療として、子宮移植
の臨床応用研究が行われている。2014年に海外で
生体間子宮移植手術後の妊娠出産例が報告され、
今後は死体ドナーからの移植も計画されている。
移植片の虚血許容時間は各臓器により異なり、移
植手術における輸送方法や摘出順序が臓器ごとに
定められているが、子宮については不明である。加
えて、死体ドナーからの移植手術においては、生体
ドナーに比べ移植片の虚血時間が延長するものと
推測される。今回演者らは解剖学的および生理学
的にヒトに近いカニクイザルを用いて、死体ド
ナーからの子宮移植を想定し、子宮の温阻血許容
時間および虚血や再灌流障害による病理組織学的
変化を解析することで、子宮への温阻血時間の影
響を検討していた。実験は倫理委員会の承認を受
け、6頭のカニクイザルを用いて行なわれた。子宮
を頸管から切断し、子宮および卵巣動静脈だけで
子宮灌流が行われている状態とし、その後子宮卵
巣動静脈全ての血流を遮断した。1頭を対照とし、
5頭の子宮血流を各々0.5、1、2、4、8時間阻血した

のち、子宮体部筋層組織を採取した。続いて各阻血
時間後に血流遮断を解除し、再灌流3時間後に同
様の採取を行った。生検した各組織をHE染色、細
胞のアポトーシスを検出するためのカスパーゼ免
疫組織化学染色および電子顕微鏡による観察を
行った。また、各個体における月経再開の有無も確
認した。HE染色ならびにカスパーゼの免疫組織化
学染色では、いずれの個体も重度な病理組織学的
変化は認められなかった。電子顕微鏡観察では、阻
血後4時間までは明らかな変化は認めなかった
が、その再灌流3時間後には粗面小胞体の膨化や
リボソームの遊離が認められた。阻血後8時間で
は前記の所見に加え、ミトコンドリアの膨化やク
リステの消失を認め、その再灌流3時間後では、ミ
トコンドリアのバーストや核クロマチンの凝集が
認められた。月経に関しては阻血後4時間までの
個体では周期的な月経を認めたが、阻血後8時間
では無月経となり、子宮は萎縮した。以上の成績か
ら、演者らはカニクイザルにおける子宮の温阻血
時間は4時間までは許容されるが、8時間は許容さ
れない可能性が示唆されたと発表していた。

　ヒトの臓器移植における温阻血時間は、心臓15
分、腎臓30分、肺120分とされている。世界初のス
ウェーデンでの生体間子宮移植（2014年）では1.5
時間で行われているとのことである。従って臓器
の摘出順序は、心臓、腎臓、肺などの後に子宮を取
り出すことになるが、許容最長時間について、今回
の研究は非常に有用な基礎データを示していると
考えられる。現在、演者らはカニクイザルでの子宮
移植も実際に取り組んでいるとのことであった
が、カニクイザルでは移植手術後の免疫抑制剤の
定期的な投与が難しく、急性の拒絶反応が起こっ
てしまうので移植実験はなかなか難しいようであ
る。競走馬における子宮移植は現実的ではないが、
他の臓器の移植に関してはその可能性もあり、そ
れらの検討に際して、本発表は有用な情報を提供
してくれる内容であった。

（片山芳也）

＊温阻血時間（おんそけつじかん）：体温に近い温度で、血液に
よる栄養や酸素などの補給がない時間
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がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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○抗原・感染の防御に対するp63を介したヒト鼻
粘膜上皮バリアの調節機構

金子躍人ら（札幌医科大学）
　p63はp53がん抑制遺伝子ファミリーの１つで、
２か所の転写開始点を持ち、TA型とΔN型が存在
する。p63は、p53同様に細胞周期中の細胞増殖と
DNA損傷や低酸素のような環境刺激に反応してア
ポトーシスを制御する転写因子として機能してい
ることが明らかにされているが、それ以外に、様々
な上皮の基底細胞の核に発現し、特定の組織にお
いて特別な働きを有しているとの報告が、最近な
されている。ヒトの鼻粘膜においては、粘膜上皮の
バリア機能に異常が見られる鼻茸（nasal polype)
やアレルギー性鼻炎におけるTAp63やΔNp63に
関する詳細な役割やその調節機構は十分検討され
ていない。そこで演者らは、自身が以前に確立した
正常ヒト鼻粘膜上皮細胞系を用いて、TAp63ある
いはΔNp63の発現変化によって上皮バリアに重
要な役割を担っている細胞間接着装置のタイト結
合分子ないし線毛形成がどれだけ影響を受けるか
を検討していた。先ずsiRNAを用いてTAp63およ
びΔNp63を発現低下させる実験を行った。その結
果、転写因子SP-1およびNF-κBを介したタイト結
合分子の増加が観察され、上皮細胞間の結合が強
固となることによるバリアおよびフェンス機能が
亢進することが示された。また細胞表面には多数
の線毛様構造物が出現しており、鼻粘膜上皮細胞
の表面において線毛による異物の補足や排除機能
の亢進も推察された。次にp63の調節にはヒスト
ンアセチル化の関与が知られていることから、ヒ
ストン脱アセチル化阻害剤で処置する実験を行っ
たところ、p63の発現は低下し、タイト結合分子お
よび細胞表面の微絨毛の増加が観察された。以上
の成績から、転写制御因子p63は、ヒト鼻粘膜上皮
バリアにおいては負の調節機構に関与し、p63の
発現抑制は、鼻粘膜上皮における抗原や感染の防
御に非常に有用であることが示されたと報告して
いた。
　馬のウイルス感染症である馬鼻肺炎では、原因

ウイルスであるEHV-1は最初に鼻粘膜に感染して
そこで増殖することで馬は発熱する。そして鼻粘
膜上皮細胞で増殖したEHV-1は同部から外界に排
泄され、同居馬が感染する。また鼻粘膜のEHV-1は
そこへ浸潤したリンパ球やマクロファージに感染
して血流に乗り、細胞随伴性のウイルス血症を起
こして、流産や神経症状に発展する。この様に馬鼻
肺炎では、鼻粘膜上皮細胞はEHV-1の感染進入門
戸として非常に重要である。また馬インフルエン
ザにおいても鼻粘膜は同様に初感染部位であるこ
とから、今回発表された鼻粘膜のバリア機能に関
する研究は、馬鼻肺炎や馬インフルエンザの感染
防御に関する研究において大変参考になる内容で
あった。

○死体ドナーからの子宮移植を想定したカニクイ
ザルにおける子宮の温阻血許容時間と病理組織学
的検証

安達将隆ら（慶応義塾大学）
　近年、子宮性不妊に対する治療として、子宮移植
の臨床応用研究が行われている。2014年に海外で
生体間子宮移植手術後の妊娠出産例が報告され、
今後は死体ドナーからの移植も計画されている。
移植片の虚血許容時間は各臓器により異なり、移
植手術における輸送方法や摘出順序が臓器ごとに
定められているが、子宮については不明である。加
えて、死体ドナーからの移植手術においては、生体
ドナーに比べ移植片の虚血時間が延長するものと
推測される。今回演者らは解剖学的および生理学
的にヒトに近いカニクイザルを用いて、死体ド
ナーからの子宮移植を想定し、子宮の温阻血許容
時間および虚血や再灌流障害による病理組織学的
変化を解析することで、子宮への温阻血時間の影
響を検討していた。実験は倫理委員会の承認を受
け、6頭のカニクイザルを用いて行なわれた。子宮
を頸管から切断し、子宮および卵巣動静脈だけで
子宮灌流が行われている状態とし、その後子宮卵
巣動静脈全ての血流を遮断した。1頭を対照とし、
5頭の子宮血流を各々0.5、1、2、4、8時間阻血した

のち、子宮体部筋層組織を採取した。続いて各阻血
時間後に血流遮断を解除し、再灌流3時間後に同
様の採取を行った。生検した各組織をHE染色、細
胞のアポトーシスを検出するためのカスパーゼ免
疫組織化学染色および電子顕微鏡による観察を
行った。また、各個体における月経再開の有無も確
認した。HE染色ならびにカスパーゼの免疫組織化
学染色では、いずれの個体も重度な病理組織学的
変化は認められなかった。電子顕微鏡観察では、阻
血後4時間までは明らかな変化は認めなかった
が、その再灌流3時間後には粗面小胞体の膨化や
リボソームの遊離が認められた。阻血後8時間で
は前記の所見に加え、ミトコンドリアの膨化やク
リステの消失を認め、その再灌流3時間後では、ミ
トコンドリアのバーストや核クロマチンの凝集が
認められた。月経に関しては阻血後4時間までの
個体では周期的な月経を認めたが、阻血後8時間
では無月経となり、子宮は萎縮した。以上の成績か
ら、演者らはカニクイザルにおける子宮の温阻血
時間は4時間までは許容されるが、8時間は許容さ
れない可能性が示唆されたと発表していた。

　ヒトの臓器移植における温阻血時間は、心臓15
分、腎臓30分、肺120分とされている。世界初のス
ウェーデンでの生体間子宮移植（2014年）では1.5
時間で行われているとのことである。従って臓器
の摘出順序は、心臓、腎臓、肺などの後に子宮を取
り出すことになるが、許容最長時間について、今回
の研究は非常に有用な基礎データを示していると
考えられる。現在、演者らはカニクイザルでの子宮
移植も実際に取り組んでいるとのことであった
が、カニクイザルでは移植手術後の免疫抑制剤の
定期的な投与が難しく、急性の拒絶反応が起こっ
てしまうので移植実験はなかなか難しいようであ
る。競走馬における子宮移植は現実的ではないが、
他の臓器の移植に関してはその可能性もあり、そ
れらの検討に際して、本発表は有用な情報を提供
してくれる内容であった。

（片山芳也）

＊温阻血時間（おんそけつじかん）：体温に近い温度で、血液に
よる栄養や酸素などの補給がない時間

　本学会は北海道獣医師会が主催し、産業動物獣 医学会、小動物獣医学会および獣医公衆衛生学会

がそれぞれの会場で同時進行で行われた。産業動
物獣医学会では、馬産地を反映し、馬に関する演題
がいくつか含まれていた。本年は、馬の繁殖に関す
る演題４題、手術成績や繁殖以外の臨床に関する
演題12題が発表された。以下に興味が持たれた演
題について報告する。

○健常１歳馬1,203頭の大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査有所見率と後の跛行発症との相
関

津田朋紀ら（ノーザンファーム）
　後膝のボーンシストと呼ばれる大腿骨遠位内側
顆の軟骨下骨嚢胞（SC）は、1歳馬でよく発生し、こ
れが原因で跛行が発症すると長期化することが多
く、症状が改善されないで出走できない場合もあ
り、生産地では注目されている疾患の1つである。
このことから、近年、1歳市場で販売される際にレ
ポジトリーのＸ線所見の１つとして呈示されるよ
うになってきた。そのため、跛行を呈していないが
何らかの所見を有す馬について、その後の跛行発
生状況を調査した。
　2012～2014年の3年間、同一牧場で管理された
1歳馬1,203頭について大腿骨遠位内側顆Ｘ線ス
クリーニング検査を行い、大小の透亮像の有所見
率と、2016年6月（3～5歳）時点での跛行発症率を
調査した。
　1,203頭のうちＸ線有所見馬は117頭（9.7％）、
そのうち小さく浅い透亮像でSCとは判断できな
いもの84頭（7.0％）、透亮像の直径が１cm以上あ
るいは関節軟骨が凹む所見などからSCと判断さ
れたもの33頭であった。その後の跛行発症状況
は、SCと判断された33頭からは７頭（21.2％）、SC
と判断できなかった84頭からは０頭、また、スク
リーニング検査では所見が認められなかった
1,113頭から1頭（0.09％）のみが跛行を発症した。
　健常馬において約1割の馬が有所見、その中で
SCと判断されたものの2割で跛行が発症すること
がわかった。所見のなかった馬からもわずかに1
頭が跛行を呈したことから、進行性の病変である
ことや、診断価値のある撮影を行う必要性も示さ
れた。市場のレポジトリーに提出されたＸ線像は
有所見馬が上場されていないことも予想され、本

調査は単一の牧場ではあるが、実態として価値あ
る調査と感じた。

○大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞に対し関節鏡手
術を実施した若齢サラブレッド173頭に対する回
顧的調査

山家崇史ら（社台ホースクリニック）
　大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（SC）に対す
る外科的手術として、関節鏡視下での掻爬術、ステ
ロイド注入、Transcondylar screw（螺子固定）によ
る治療法が選択されるが、これらの術後の予後に
ついての報告はまだ少ない。1998～2016年5月の
間にSCと診断され関節鏡下で実施された173頭の
手術のうち、掻爬群（C群）、SC内へのステロイド
（トリアムシノロンアセトニド）投与群（St群）とし
て、各治療法による出走率や獲得賞金を調査した。
　手術馬の性別は牡77頭、牝96頭で、手術時の年
齢の内訳は1歳123頭（71 . 1％）、2歳40頭
（23.1％）、当歳10頭（5.8％）であった。SCの発症は
既報のとおり1歳で多く、18ヶ月齢で特に多かっ
た（23頭、13.3％）。罹患肢は右112頭（64.7％）、左
40頭（23.1％）、両側21頭（12.1％）で右側に多く、
両側に発症するものもみられた。術後の競走成績
では148頭が調査可能であったが、出走率はC群
79.5％（66/83）、St群72.9％（43/59）、平均獲得賞
金はC群8,846,151円（中央値1,814,000円）、St群
9,613,395円（中央値1,505,000円）であった。手術
時の月齢による出走率に大きな差はなく、当歳時
に手術したものは出走率が低い傾向で（66.7％）
あった。
　掻爬術とステロイド投与とも出走率は7割を超
え、どちらも選択しうるとのことであったが、ステ
ロイド投与による副作用も懸念されることから、
掻爬術を選択したいとの意見もあった。また、今回
報告のなかった螺子固定による方法は、本邦内で
は少ないが良い結果も得られている報告もあるの
で更なる症例報告が期待される。

○578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉
頭形成術

田上正明ら（社台ホースクリニック）
　1998～2015年に左側の喉頭片麻痺と診断さ

れ、1回の喉頭形成術（タイバック）を実施した回
顧的調査に関する報告であった。本手術は、術式や
使用糸の変更はあったものの執刀獣医師は1人の
獣医師のみであり、症例を比較する条件としては
最適である。症例の年齢別は、1歳1頭、2歳262頭
（45.3％）（うち未出走232頭）、3歳178頭（30.8％）
（うち未出走17頭）、4歳78頭（13.5％）、5歳37頭
（6.4％）、6歳以上22頭（3.8％）、性別は、牡488頭
（84.4％）、牝75頭（13.0％）、セン15頭（2.6％）で
あった。
　手術を実施した550頭を対象に、2016年6月初
旬までの競走成績を調査した。出走馬は490頭
（89.1％）、初出走までは平均209.3日（中央値183
日）、平均出走回数は15.3回（中央値9回）、平均収

得賞金14,464,888円（中央値1,464,500円）であっ
た。3歳での平均収得賞金が2,393万円で最も高
かった。収得賞金100万円未満は214頭（43.7％）
であった。術後合併症は追跡できたもので383頭
であったが、出走率は80.4％であり非発症馬より
低い傾向であった。
　術後管理の成否は予後に影響することから、そ
の重要性が再認識された。1人の執刀医による回
顧的調査であったが、技術レベルの向上に比例し
て競走成績が向上しているわけではないことも示
された。競走能力が高いもので手術がうまくいけ
ば競走成績が期待できる一方で、成績が芳しくな
い症例も多いことがあらためて確認された。

（冨田篤志）
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