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はじめに
浅屈腱炎はサラブレッド種競走馬の11-30％に

発症が認められる運動器疾患であり、競走馬とし
ての登録が抹消される大きな原因となっている

［１-７］。発症した多くの競走馬には休養が必要
とされ［８］、その期間は発症時の重症度による
が6-26ヶ月されている［４, ９］。しかし、長期
間休養しても競走に復帰することは難しい［８］。
既報では、浅屈腱炎発症後に5回以上出走するこ
とを「順調な競走復帰」として定義され、発症
例の40-80％は順調な競走復帰ができていない

研究レポート

浅屈腱炎を発症したサラブレッド種競走馬における
順調な競走復帰に関連する要因の検討

田村周久１）・小平和道２）＊・吉原英留２）＊・前　尚見２）＊・山﨑洋祐２）・三田宇宙２）＊＊・黒田泰輔１）

福田健太郎１）・冨田篤志１）＊＊＊・笠嶋快周１）

要旨

サラブレッド種競走馬の浅屈腱炎発症後の順調な競走復帰に関連する要因を検討するために回顧的
調査を実施した。本研究では浅屈腱炎を発症した後、５回以上の競馬に出走することが可能であった
場合を「順調な競走復帰」として定義した。浅屈腱炎を発症した馬の診療記録から、各症例の超音波
所見、性別、年齢、体重などの項目について、また、競走記録から競走復帰の項目について調査した。
各項目と順調な競走復帰との関連性を判断する統計学的手法として、ロジスティック解析を利用した。
調査の結果、浅屈腱炎を発症した後、順調に競走復帰した症例は346頭中49頭（14.2％）であった。
また、ロジスティック解析の結果、浅屈腱の近位から遠位にかけての長軸方向の損傷範囲が長い症例
ほど、順調な競走復帰が難しいことが明らかになった。性別、年齢および体重は順調な競走復帰と関
連しなかった。本研究で得られた成績は浅屈腱炎を発症した競走馬の予後を考える上で、臨床獣医師
にとって有用な情報となるであろう。

１） Tamura Norihisa, Kuroda Taisuke, Fukuda Kentaro, Tomita Atsushi, Kasashima Yoshinori：競走馬総合研究所
２） Kodaira Kazumichi, Yoshihara Eiru, Mae Naomi, Yamazaki Yosuke, Mita Hiroshi：美浦トレーニング・センター
*現　栗東トレーニング・センター
**現　競走馬総合研究所
***現　競走部
この研究レポートは、The Veterinary Journal 2018, 235: 42-46に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

［10］。
浅屈腱炎例の損傷部の超音波所見と競走復帰の

可能性を検討した報告はこれまでに複数存在して
いる ［４, ９, 11-13］。しかし、報告されている
評価方法では、浅屈腱炎を発症した時点で競走復
帰の可能性を評価することができない。また、多
変量解析を用いて順調な競走復帰に関連する要因

（浅屈腱炎発症時の損傷状態やその症例の年齢や
性別など）を検討した報告はこれまでにない。臨
床獣医師が浅屈腱炎発症時の所見から客観的に競
走復帰の予後に関する情報を提示することは、馬
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主や厩舎関係者が発症馬の休養・引退・用途変更
などの新たな飼養環境を検討するための有益な情
報となり、競走馬の福祉に貢献できると考える。

そこで本研究では、日本中央競馬会（JRA）に
登録され、浅屈腱炎を発症した競走馬の順調な競
走復帰に関連する要因を検討した。

材料および方法
症例データ

2008年１月１日から2012年12月31日に美浦
トレーニング・センター競走馬診療所を受診し、
超音波検査の結果、コア型浅屈腱炎を前肢に発症
したと診断されたサラブレッド種競走馬の診療記
録を用いて、回顧的な調査を実施した。当該肢お
よび対側肢に浅屈腱炎を発症した既往がある症例
は除外した。また、競走復帰に関する調査が目的
であることから、診断時点から競走復帰の意向が
示されなかった症例や発症から30日以内に競走
馬登録が抹消された症例は除外した。

調査項目
８つの項目について競走復帰との関連を調査し

た。その項目は性別、年齢および発症時の体重に
加えて、発症患肢（左右）、最大損傷部位（MIZ）、
最大損傷部位における腱横断面積（MIZ-CSA）、
最大損傷部位における腱横断面積に占める損傷部
の割合（MIZ-%HYP）および損傷部位数（TNZ）
である。ウマの屈腱部領域の超音波検査では、検
査部位を詳細に規定するために近位から遠位にか
けて、1A 、1B 、2A 、2B 、3A 、3Bおよび3Cの
7つの部位に分け［12, 14］、損傷部が観察された
部位数の総和をTNZとした。

また、競走復帰に関するデータはJRAが主催す
る競走のみを調査対象とした。

統計処理
各項目と競走復帰の関連性を単変量解析するに

あたって、年齢は１歳単位、体重は㎏単位、性別
は牡・牝とし、去勢馬は牡馬に分類した。また、
発症肢は左右で分類した。超音波検査所見とし
て、TNZは損傷部位の総数が３部位以下はカテゴ
リー１、４部位はカテゴリー２、５部位以上はカ

テゴリー３として３群に分類し、MIZも近位（P：
1Aと1B）、中位（M：2Aと2B）および遠位（：
3A 、3Bおよび3C）の３群に分類した。MIZ-CSA 
は面積単位（㎠）、MIZ-%HYPは割合単位（%）を
用いて分類した。単変量解析の結果がP<0.15で
あった項目は、順調な競走復帰に関連する可能性
がある要因と判断した。次に、複数の可能性があ
る要因について多変量解析するために、ステップ
ワイズ法を用いた多変量モデルを作製した。最終
的な統計解析においては、P＜0.05を有意差あり
とした。これらの統計には統計専門ソフト（JMP）
を利用した。

結果
本研究の適合基準に合致した対象症例数は346

頭であった（表１）。そのうち49頭に順調な競走
復帰が認められた。

単変量解析の結果、順調な競走復帰に関連する
可能性があると判断された項目は、TNZ 、   MIZ-
CSAおよびMIZ-%HYPであった（表２）。多変量
モデルの構築を試みたところ、TNZのみが順調な
競走復帰に関連する要因として判断された。すな
わち、カテゴリー３に分類された症例は、カテゴ
リー１に分類された症例よりも4.08倍、カテゴ
リー２に分類された症例よりも2.72倍それぞれ順
調な競走復帰が難しいことが示された（表３）。

表１　本研究における対象症例の概要

 

表 1
本研究における対象症例の概要

項目(単位) 分類 総数
(n = 346)

順調に復帰した症例  
(n = 49; 14.2%)

順調に復帰できな
かった症例  

(n = 297; 85.8%)
年齢 (years) a 4.0 (1.4) 3.8 (1.1) 4.0 (1.4)

体重 (kg) a 485 (27) 487 (22) 485 (28)

性別 (n) 牡 b 274 (79.2) 39 (79.6) 235 (79.1)

牝 72 (20.8) 10 (20.4) 62 (20.9)

発症患肢 (n) 右側 171 (49.4) 26 (53.1) 145 (48.8)

左側 175 (50.6) 23 (46.9) 152 (51.2)

TNZ カテゴリー (n) 1 139 (40.1) 28 (57.1) 111 (37.4)
2 104 (30.1) 15 (30.6) 89 (30.0)
3 103 (29.8) 6 (12.3) 97 (32.6)

MIZ カテゴリー (n) P 28 (8.1) 3 (6.2) 25 (8.4)
M 271 (78.3) 35 (71.4) 236 (79.5)
D 47 (13.6) 11 (22.4) 36 (12.1)

MIZ-CSA (cm2) 1.4 (0.26) 1.3 (0.22) 1.4 (0.27)
MIZ-%HYP (%)  19.3 (11.7) 15.9 (9.9) 19.8 (11.9)

数値データは平均値±標準偏差で示す。分類データは％表記で示す。
TNZ は損傷部位数、MIZ は最大損傷部位、MIZ-CSA は最大損傷部位における腱
横断面積、MIZ-%HYP は最大損傷部位における腱横断面積に占める損傷部の割
合をそれぞれ示す。
a発症時点
b 27 頭の去勢馬が牡馬として分類されている。  
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考察
本研究では、浅屈腱炎発症後の順調な競走復帰

に関連する要因を検討するために、346頭の診療
記録を用いて、８つの要因を調査し、統計解析を
実施した。結果として、順調な競走復帰に関連す
る要因と判断されたのはTNZを用いたカテゴリー
分類のみであった。

順調な競走復帰に関連する可能性があると判断
された３要因（TNZ 、MIZ-CSAおよびMIZ-%H-
YP）は、全て超音波検査所見であった。超音波検
査は非侵襲的な診断方法であり、浅屈腱炎の診断
および予後判定に関して有用である［12, 14］。
本研究の結果も超音波検査が浅屈腱炎の予後判定
に有用であることを示した。

唯一、順調な競走復帰と関連があると判断され
たTNZは、損傷部が認められた部位数の総和であ
るが、これは浅屈腱における近位から遠位にわた
る損傷部の長さ、もしくは損傷部体積の近似とし
て考えることができる。これまでにも、浅屈腱炎
の重症度を評価するには損傷部の面積や長さを計
測し、立体的に損傷部の状態を評価することが重
要だと考えられていた［12］。［４］本研究の成
績も、損傷部を立体的に評価することの重要性を

示唆しているのかも知れない。
本研究において順調な競走復帰に関連する可能

性があると判断されたMIZ-CSAおよびMIZ-%HYP
は、浅屈腱炎の重症度を評価するために従来から
用いられてきた指標である［４, ８, 11, 12, 14］。
発症からの治癒過程において、これらの指標を継
続して評価することは予後を判断する上で重要と
されている［４, ９, 14］。また、MIZ-CSA（最大
損傷部位における腱横断面積）に加えて、各損傷
部位全ての腱横断面積を継続して評価している報
告もある［４, 14］。

過去の研究［15］と一致して、本研究におい
てもMIZは浅屈腱中位に多く認められた。しかし、
MIZの位置と順調な競走復帰には関連が認められ
なかった。また、サラブレッド種競走馬では浅屈
腱炎は牡馬に多く発症することが報告されてい
る［７, 16］が、本研究では性別と順調な競走復
帰との関連性は認められなかった。今回の対象症
例では牝馬の割合は全体の20％程度でしかなく、
明らかな性別の雌雄不均衡が認められた。この理
由は、海外の報告と同様に［４］、浅屈腱炎を発
症した牝馬の多くが繁殖用途のために引退してい
る可能性が考えられる。本研究では競走復帰を目
指す症例のみを調査対象としたため、対象症例に
選択バイアスが生じた可能性は否定できない。次
に、年齢と浅屈腱炎の発症との関連性の有無につ
いては様々な報告があり、本研究では年齢と順調
な競走復帰との関連性は認められなかった。年齢
が高いほど浅屈腱炎を発症するリスクが高いとす
る報告もあれば［６, 16］、浅屈腱炎を発症した
症例の年齢とその症例の競走復帰に関連はないと
する報告［４］もある。最後に、重い体重は浅屈
腱炎の発症リスクを増大する要因として報告され
ている［７］が、本研究ではそれを支持する成績
は得られなかった。このように、浅屈腱炎の発症
リスクとして報告されている性別、年齢および体
重のいずれにおいても、順調な競走復帰との関連
性は認められなかった。このことから、浅屈腱炎
の発症要因と、発症後の順調な競走復帰に関連す
る要因は異なっていると考えられた。

多変量モデルの構築を統計学的に試みることに
よって、順調な競走復帰に関連する要因が浅屈腱

表２　単変量ロジスティック解析を用いた浅屈腱炎発
症後の順調な競走復帰に関連する要因の検討

表３　TNZカテゴリーによるオッズ比の計算

表 2 

単変量ロジスティック解析を用いた浅屈腱炎発症後の順調な競走復帰に関連す
る要因の検討

項目 Likelihood ratio test P 値 Wald test P 値 オッズ比 95%信頼区間

年齢 0.235 0.245 1.15 0.92-1.47

体重  0.670 0.670 1.00 0.99-1.01

性別 0.940

牡 1 (基準値) 

牝 0.940 1.03 0.5-2.28

発症患肢 0.582

          右側 1 (基準値) 

           左側 0.583 1.19 0.65-2.18

TNZ カテゴリー 0.004*

1 1 (基準値) 
2 0.038 1.50 0.76-3.04
3 <0.001 4.08 1.73-11.27

MIZ カテゴリー 0.174

P 1 (基準値) 
M 0.734 0.81 0.19-2.47
D 0.159 0.39 0.08-1.41

MIZ-CSA 0.038* 0.049 3.85 1.07-15.79
MIZ-%HYP 0.026* 0.034 1.03 1.00-1.07
*は P<0.15 を示す。 
表 3 

TNZ カテゴリーによるオッズ比の計算

項目 オッズ比 95%信頼区間 Wald test P 値

TNZ カテゴリー
2 versus 1 1.50 0.76-3.04 0.243
3 versus 1 4.08 1.73-11.27 <0.001
3 versus 2 2.72 1.06-7.92 0.038
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の縦軸方向への損傷範囲の長さであることが明ら
かになった。完全な予後を診断することは不可能
だが、発症時の超音波検査所見から、競走馬とし
て競走復帰の可能性をある程度推測できることは
有益である。また、臨床的な観点から考えると、
浅屈腱の近位から遠位にわたる損傷部位数が多い
症例が競走復帰を目指す場合には、リハビリテー
ションプログラムをより注意深く策定する必要が
あることを示唆している。

競走馬を対象とした他の研究 ［17-19］と同様
に本研究における最大のリミテーションは、競走
馬の登録抹消、競走復帰および出走などの意思決
定が浅屈腱炎の病態以外の様々な要因の影響を受
けていることである。実際、獣医師による浅屈腱
炎の重症度評価以外にも、厩舎関係者の意向、馬
主による経済的な判断、発症例の競走能力や繁殖
用途としての価値（牡馬も含む）などが考慮され
た上で意思決定されているであろう。本研究では
そうした影響を少しでも軽減するために、浅屈腱
炎診断時点において競走復帰の意向がない症例や
発症から30日以内に登録抹消された症例を調査
対象から除外したが、それらの影響を完全に除外
することは難しいと考えられる。また、発症後か
ら競走復帰するまでの休養期間中におけるリハビ
リテーションプログラムや飼養管理に関する情報
も不明である。更なる検討を進めるためには、今
後も調査を継続し、上記のリミテーションを小さ
くするための症例数の増加や新たな情報の収集の
ための努力などが必要であろう。

結論として、本研究の回顧的調査によって、浅
屈腱炎を発症したサラブレッド種競走馬におい
て、順調な競走復帰に関連する要因は浅屈腱の近
位から遠位にわたる損傷範囲の長さであることが
明らかになった。本成績は浅屈腱炎を発症した競
走馬の予後を評価する上で臨床獣医師にとって有
用な情報となる。また、将来的に本研究と同様な
調査が実施されるにあたり、重要な基礎データと
して活用されることを期待している。
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研究レポート

重輓馬の正常妊娠、胎盤炎、および異常産における
子宮胎盤厚および子宮胎盤組織の超音波画像検査

木村優希１, ２）・羽田真悟２）・滄木孝弘２, ３）・古岡秀文２, ４）・三木　渉２, ５）・福本奈津子６）・松井基純１, ２）

南保泰雄１, ２, ３）

要約

軽種馬やポニーについては妊娠後期の流産の一要因である上行性胎盤炎罹患時の症状として、子宮
胎盤厚（CTUP）の肥厚が知られており、妊娠後期の定期検査が推奨されている。しかし、重輓馬の
妊娠後期の流産を含む妊娠異常に関する研究はほとんど進んでいない。そこで本研究では、重輓馬の
CTUPおよび子宮胎盤組織の超音波画像を正常例において明らかにするとともに、これらを胎盤炎お
よび異常産症例についても調査することを目的とした。研究には妊娠した重輓馬35頭を用いた。経直
腸超音波画像検査は妊娠７ヶ月（181‒210日）から12ヶ月（331‒330日）に月１回実施した。検査
ではCTUPを測定し、子宮胎盤組織の凹凸、胎盤剥離、子宮胎盤組織の２層化（子宮と胎膜が識別可
能である状態）の有無を記録した。分娩時に排出された胎盤は35頭のうち30頭にて採取でき、星状
部周辺をホルマリン固定し、病理学的に胎盤炎と胎盤浮腫の有無を診断した。胎盤炎と診断された３
頭は胎盤炎群とし、胎盤炎と診断されなかった流産、早産、および奇胎妊娠の7頭は異常産群とした。
それ以外の25頭は正常群とした。正常群のCTUPは妊娠７ヶ月から12ヶ月にかけて有意に増加し、そ
の値は軽種馬における過去の報告よりも高値を示した。正常群の上位25％の個体が含まれる第３四分
位より大きいCTUPを示した個体は胎盤炎群100％、異常産群86％であり、胎盤炎および異常産にお
いてはCTUPが増加することが推察された。胎盤剥離の発生は、正常群20％であったのに対し、胎盤
炎群では67％、異常産群では29％であり、胎盤炎との関与が推察された。子宮胎盤組織の２層化は
正常群32% 、胎盤炎群33% 、異常産群43%において確認され、正常群の１頭を除いて妊娠10ヶ月以
降に確認されたことから、胎盤発達を反映していると考えられた。子宮胎盤組織の凹凸および胎盤浮
腫は全群に一般に確認され、重輓馬の一般的な所見であると考えられた。結論として重輓馬のCTUP
は軽種馬よりも高値を示し、妊娠進行に伴い増加することが判明し、CTUPの増加および超音波検査
による胎盤剥離検出は、重輓馬の胎盤炎や異常産検出に有用であることが推察された。

１）Kimura Yuki, Matsui Motozumi, Nambo Yasuo：帯広畜産大学臨床獣医学部門
２）Kimura Yuki, Haneda Shingo, Aoki Takahiro, Furuoka Hidefumi, Matsui Motozumi,Nambo Yasuo：岐阜大学大学院連合獣医学研究科
３） Aoki Takahiro, Nambo Yasuo：帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター
４）Furuoka Hidefumi：帯広畜産大学基礎獣医学研究部門
５）Miki Wataru：北海道NOSAI
６）Fukumoto Natsuko：家畜改良センター十勝牧場
本論文は、J. Equine Sci. 2018, 29(1): 1‒8に英文で掲載されたものを一部改変し、和訳したものである。
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はじめに
日本輓系種は輓曳に特化した馬の改良を目的に

生産された、ペルシュロン種、ベルジャン種、ブ
ルトン種といった重輓馬の交雑種である。その体
重は1,000㎏を超えることもあり、世界最大級の

馬として知られている［４, ７］（図１）。繁殖疾
患のうち、胎盤停滞［６］や難産［21］、急性子
宮内膜炎［18］などの発生は、軽種馬よりも重
輓馬において多い。このような疾患が重輓馬に多
い理由は未だ不明であるが、これらの問題は重輓
馬生産の生産効率に悪影響を及ぼしている。中で
も胎盤停滞は妊娠馬が周産期に胎盤炎に罹患した
場合に発生リスクが増加するが［18］、重輓馬の
胎盤炎についての研究は進んでいない。胎盤炎の
うちでも上行性胎盤炎は、馬の胎子喪失の主な原
因である［２, 17］。腟から進入した細菌および
真菌が子宮頚管を突破して引き起こす胎盤炎であ
り、腟からの排出物、早期乳房腫脹、漏乳などの
臨床症状を示す場合があるが、このような臨床症
状を示した時点で病状はかなり進行しており、治
療に反応しないことも多い［19］。

軽種馬における上行性胎盤炎の診断方法とし
て、経直腸超音波画像検査による子宮胎盤厚（the 
combined thickness of the uterus and placenta：
CTUP）の測定が実施されている。上行性胎盤炎
症例においては、CTUPが増加するとともに［９, 
11, 14, 20］、検査の過程で胎盤剥離［14］およ
び子宮と胎膜の２層化（子宮と胎膜の間に境界
が確認できる状態）の検出も可能である［11, 
14］。しかしながら、重輓馬におけるCTUPおよ

び子宮胎盤組織の超音波画像については報告がな
い。著者らはCTUPの増加および子宮胎盤組織の
異常所見は、上行性胎盤炎のみではなく、異常妊
娠を呈したウマにも検出されると仮定した。本研
究の目的は妊娠重輓馬における正常なCTUPを明
らかにし、上行性胎盤炎および異常産検出への
CTUP測定および子宮胎盤組織の超音波画像検査
の有用性を検討することである。

材料および方法
動物：

2013年から2015年にかけて、２軒の個人牧場
および家畜改良センター十勝牧場において飼養さ
れていた妊娠重輓馬35頭（ペルシュロン種７頭、
ブルトン種１頭、日本輓系種27頭）を研究に供
した。研究開始時点で全ての妊娠馬は臨床的に健
康であり、年齢は３‒19歳（中央値８歳）、過去
の産歴は０‒13産（中央値２産）であった。２軒
の個人牧場において飼養されていた妊娠馬は、チ
モシー主体の乾牧草を自由に採食できた。家畜改
良センター十勝牧場において飼養されていたウマ
は、試験期間中にチモシー主体の乾牧草を自由に
採食し、エン麦（２ ㎏/頭）、配合飼料（ふすま、ルー
サンペレット、圧ぺんトウモロコシ；0.5 ㎏ /頭）、
リン酸カルシウム（50 g/頭）、サプリメント（ビ
タミンA 、62,500 IU/頭；ビタミンD 、12,500 
IU/頭；ビタミンE 、1,250 ㎎ /頭）を、１日に２
度に分けて与えられた。また、全ての妊娠馬は試
験期間中に鉱塩を自由に摂取できた。妊娠馬は放
牧され、分娩予定日約１週間前から分娩後数日間
は分娩房にて飼養された。本研究は帯広畜産大学、
家畜改良センター十勝牧場、２軒の個人牧場にお
いて承認され、妊娠中の検査および研究材料採取
は全ての牧場において許可された。

超音波画像検査：
妊娠７ヶ月から12ヶ月にかけて、各妊娠馬に対

して月１回の経直腸超音波画像検査を実施した。
超音波装置は5MHzのリニア型プローブ（HLV-
155）を付属のHS-101Vに接続して使用した（本
多電子株式会社、愛知、日本）。牧場の都合によ
り検査不可能な妊娠馬が生じた場合には、その妊

図１　日本輓系種の子宮胎盤厚（CTUP）検査風景。
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娠馬のデータを該当月のデータから除外した。
子宮頚管頭側かつ腹側の子宮胎盤組織を描出し

［12, 15］、同画面内の３ヶ所の平均値を算出して
CTUPとした。描出部位によって厚さに違いが認
められた場合には、最も肥厚している部位を採用
した。子宮胎盤組織に凹凸、胎盤剥離、２層化が
認められた場合には、これらの有無も記録した。
妊娠月は既報論文に従って以下のように定義した

［16］：７ヶ月、181‒210日；８ヶ月、211‒240
日；９ヶ月、241‒270日；10ヶ月、271‒300日；
11ヶ月、301‒330日；12ヶ月、331‒360日。

後産検査：
後産は35頭中30頭において採取可能であった。

残りの５頭については、後産を見つけることがで
きなかった、あるいは牧場主に採取技術がなかっ
たために、後産を採取することができなかった。
星状部と絨毛部の境界を切除し［14］、10％ホル
マリン緩衝液に浸漬後、パラフィンに包埋し、病
理学的検査に供した。組織をヘマトキシリン‒エ
オジン染色し、胎盤浮腫、壊死、出血、炎症性細
胞浸潤、およびフィブリン蓄積の有無を総合的に
判断して胎盤炎を診断した［14］。病理学的な胎
盤浮腫の有無も記録した。

群分け：
病理学的に胎盤炎と診断された３頭を胎盤炎群

とした。流産、早産、および肉眼的に明らかな奇
胎妊娠を呈し、病理学的に胎盤炎と診断されな
かった７頭を異常産群とした。なお、異常産を呈
し、病理学的検査を適用できなかった症例は異常
産群に含めた。流産は妊娠後期の胎子喪失［３］、
早産は妊娠320日未満の分娩と定義した［10］。

臨床的に健康かつ、非胎盤炎と診断され、異常産
を呈さなかった25頭を正常群とした。

統計学的解析：
正常群における各妊娠月のCTUPの比較には、

Scheff eのFテストを適用した後に、一元配置分散
分析法を適用した。正常群内における胎盤浮腫
の有無によるCTUPの比較には、各妊娠月のデー
タの正規性および分散に基づき、妊娠７ヶ月には
Mann‒WhitneyのUテスト、妊娠８ヶ月から11ヶ
月にはStudentのtテスト、妊娠12ヶ月にはWelch
のtテストを適用した。検査期間中に10㎜、15
㎜、20㎜以上のCTUP 、子宮胎盤組織の凹凸、胎
盤剥離、２層化を示した妊娠馬の、各群における
割合の比較にはχ2の独立性の検定を適用した後
に、Fisherの直接確立計算法を適用した。正常群
におけるCTUPについて、第１四分位、第３四分
位および95％信頼区間はエクセルソフトウェア

（Microsoft 2013）を用いて算出した。正常群の
第３四分位以上のCTUPを示した妊娠馬の胎盤炎
群および異常産群における割合、および10㎜、
15㎜、20㎜以上のCTUP 、子宮胎盤組織の凹凸、
胎盤剥離、２層化を示した妊娠馬の各群における
割合は、これらの所見を示した妊娠馬の各群にお
ける頭数を、各群に属する全頭数で除して算出し
た。統計学的解析にはStatcel3を用い（オーエム
エス出版、埼玉、日本）、危険率（p値）５％未満
を統計学的に有意とみなした。

結果
胎盤炎群および異常産群についての詳細：

胎盤炎群および異常産群についての背景情報を
表１に示す。Mare A 、B 、Cの３頭が胎盤炎と診

表１　胎盤炎群および異常産群についての背景情報
Mare 群 診断 牧場 病理学的検査 胎盤炎 病理学的胎盤浮腫 分娩年月 妊娠月数/日数 子馬の性別 子馬の予後
A 胎盤炎 胎盤炎 a 実施 有 有 2015/3 11/309 ♂ 死亡
B 胎盤炎 胎盤炎 b 実施 有 無 2015/3 11/305 ♂ 死亡
C 胎盤炎 胎盤炎 a 実施 有 無 2015/4 12/334 不明 死亡
D 異常産 流産 b 非実施 無検査 無検査 2017/1 10/284 不明 死亡
E 異常産 流産 b 実施 無 有 2017/2 11/315 不明 死亡
F 異常産 早産 c 非実施 無検査 無検査 2017/3 11/315 ♂ FPT、下痢、関節炎
G 異常産 早産 c 非実施 無検査 無検査 2017/3 11/318 ♀ 虚弱
H 異常産 早産 c 非実施 無検査 無検査 2016/2 11/319 ♂ 臨床的に健康
I 異常産 奇胎妊娠 c 非実施 無検査 無検査 2017/2 10/283 ♂ 死亡
J 異常産 奇胎妊娠 a 実施 無 無 2017/4 12/348 ♂ 死亡

FPT；免疫移行不全。
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断された。Mare Aは妊娠309日に早産し、子馬は
出生直後に死亡した。Mare Bは妊娠305日に流産
した。Mare Cは妊娠334日に帝王切開し、母子と
もに死亡した。Mare DからJの7頭が異常産群に分
類された。Mare DおよびMare Eはそれぞれ妊娠
284日および315日に流産した。Mare F 、G 、H
はそれぞれ妊娠315日、318日、319日に早産した。
そしてMare IおよびMare Jはそれぞれ妊娠283日
および348日に奇形胎子を娩出した。Mare Eおよ
びMare Jの後産を病理学的に検査した結果、非胎
盤炎と診断され、異常産群に属する他の5頭の胎
盤は病理学的検査に供することができなかった。

CTUP：
正常群におけるCTUPの結果を図２および表２

に示す。正常群において、CTUPは妊娠７ヶ月 （中
央値7.08 ㎜、5.68‒11.27 ㎜）よりも妊娠10ヶ月

（中央値12.34 ㎜、9.61‒20.11 ㎜）、11ヶ月（中
央値13.19 ㎜、8.34‒19.81 ㎜）、12ヶ月（中央値
13.31 ㎜、7.44‒16.31 ㎜）の方が有意に高値を

示し（p < 0.01）、
妊娠８ヶ月（中央
値8.35 ㎜、3.67‒
10.69 ㎜）よりも
妊娠11、12ヶ月の
方が有意に高値を
示した（p < 0.05）。

正常群の第３四
分 位 以 上 のCTUP
は、胎盤炎群の全
頭（100％：Mare 
Aは妊娠11ヶ月；
Mare Bは妊娠８ヶ
月 か ら10ヶ 月；
Mare Cは妊娠７ヶ
月、８ヶ月、およ

図３　正常群および胎盤炎（a）、流産（b）、早産
（c）、奇胎妊娠（d）症例におけるCTUPの
変化。

正常群の値は中央値±25%、○および実線で示す。胎盤炎（■）、
流産（●）、早産（◆）、奇胎妊娠（▲）における各症例は破
線で示す。
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び11ヶ月）、および異常産群のうち６頭（85.7％：
Mare DおよびMare Eは妊娠９ヶ月；Mare Fは妊
娠７ヶ月および10ヶ月；Mare Gは妊娠10ヶ月；
Mare Iは妊娠８ヶ月；Mare Jは妊娠11ヶ月）に
おいて検出された（図３）。Mare HのCTUPは正
常群の第３四分位以上を示さなかった（図３c）。
15㎜以上のCTUPの発生率は、正常群28.0％（7/25
頭：１頭は妊娠10ヶ月；２頭は妊娠11ヶ月；２
頭は妊娠12ヶ月；１頭は妊娠９ヶ月および12ヶ
月；１頭は妊娠10ヶ月および11ヶ月）、胎盤炎
群100%であり（3/3頭：Mare Aは妊娠11ヶ月に
15.61㎜；Mare Bは妊娠10ヶ月に17.47㎜；Mare 
Cは妊娠７ヶ月に16.30㎜、妊娠８ヶ月に16.21㎜、
妊娠11ヶ月に17.14㎜）、胎盤炎群の方が正常群
よりも有意に高い発生率を示した（p < 0.05）。
異常産群における15㎜以上のCTUPの発生率は
42.9%であったが（3/7頭：Mare Fは妊娠７ヶ月
に21.01㎜、妊娠10ヶ月に26.42㎜、妊娠11ヶ月
に30.04㎜；Mare Gは 妊 娠10ヶ 月 に17.01㎜；
Mare Jは妊娠11ヶ月に19.24㎜）、他の2群におけ
る発生率との間に有意差は検出されなかった。ま

た、10㎜以上および20㎜以
上のCTUPの発生率について
も、３群間に有意差は検出さ
れなかった。

子宮胎盤組織の凹凸：

表２　正常群における妊娠７ヶ月から12ヶ月にかけてのCTUP
7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

n 11 5 5 10 21 11
CTUPの中央値 (㎜) 7.08a 8.35A 9.54 12.34b 13.19bB 13.31bB

第1‒3四分位 6.49‒7.54 6.88‒9.10 8.60‒9.98 10.63‒13.18 11.51‒14.26 12.27‒15.19
最小値‒最大値 (㎜) 5.68‒11.27 3.67‒10.69 7.00‒18.69 9.61‒20.11 8.34‒19.81 7.44‒16.31
95% 信頼区間 (㎜) 6.26‒8.24 4.44‒11.04 5.08‒16.44 10.57‒15.22 11.95‒14.34 11.29‒14.98

上付文字は統計学的有意差を示す（AB 、p < 0.05；ab 、p < 0.01）。

図２　正常群における
CTUPの変化。

妊娠進行に伴ってCTUPは増加し
た。値は中央値±25%で示す。
アスタリスクは統計学的有意差
を示す（*p < 0.05；**p < 0.01）。
CTUP；子宮胎盤厚
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子宮胎盤組織の凹凸を示した超音波画像を図４
および図５に示す。子宮胎盤組織の凹凸はほぼ全

ての妊娠馬に確認された。各群における発生率は、
正常群72.0% 、胎盤炎群および異常産群100%で
あり、群間の発生率に有意差は検出されなかった。

胎盤剥離：
超音波画像上の胎盤剥離は、胎盤炎群のうちの

２頭（66.7%：Mare Aの妊娠11ヶ月；Mare Bの
妊娠10ヶ月）、異常産群のうちの２頭（28.6%：
Mare FおよびHの妊娠11ヶ月）において確認さ
れた（図５、６）。Mare Fは妊娠314日に広範囲
の胎盤剥離が確認さ
れ、翌日に早産した

（図６）。正常群におい
て、胎盤剥離は５頭

（20.0%）に確認され
た（１頭は妊娠11ヶ月
および12ヶ月、２頭は
妊娠11ヶ月、２頭は妊
娠12ヶ月）（図４）。
各群における胎盤剥
離の発生率に有意差
は検出されなかった。

子宮胎盤組織の２層化：
子宮胎盤組織の２層化は、胎盤炎群のうちの

１頭（33.3%：Mare Cの妊娠11ヶ月および12ヶ
月）、異常産群のうちの３頭（42.9%：Mare Eは
妊娠11ヶ月、Mare Fは妊娠10ヶ月、Mare Jは妊
娠11ヶ月）、正常群のうちの８頭（32.0%：１頭
は妊娠７ヶ月、２頭は妊娠11ヶ月、４頭は妊娠
12ヶ月、１頭は妊娠10ヶ月および11ヶ月）にお
いて確認され、群間の発生率に有意差は検出され
なかった（図４、５）。

病理学的な胎盤浮腫：
正常群における病理学的な胎盤浮腫の発生率

は48.0%（12/25頭）であったが、病理学的な胎
盤浮腫の有無によるCTUPの違いは、妊娠期間を
通して検出されなかった。胎盤炎群および異常
産群における胎盤検査の詳細を表１に示す。胎
盤炎群の病理学的な胎盤浮腫は、Mare Aには検
出されたが、Mare BおよびMare Cには検出され
なかった。超音波画像検査によって病理学的な
胎盤浮腫を検出することはできなかった。病理
学的な胎盤浮腫と胎盤剥離画像、子宮胎盤組織
の２層化の有無に関して、関係性を確認するこ
とはできなかった。

図４　正常群における子宮胎盤組織の超音波画像。
++間の距離はCTUPを示す。（a）１本の白い帯状に描出され
た子宮胎盤組織。（b）胎盤剥離（矢印）。（c）１本の白線によ
り２層化した子宮胎盤組織（小矢頭）。（d）子宮胎盤組織の凹
凸（大矢頭）。

図５　胎盤炎と診断された妊娠馬における子宮胎
盤組織の超音波画像。

++間の距離はCTUPを示す。Mare A：妊娠303日の画像。６日
後に早産し、子馬は出生直後に死亡。胎盤剥離が低エコー部
位として認められた（矢印）。Mare B：妊娠286日の画像。19
日後に流産。子宮胎盤組織の凹凸（大矢頭）、胎盤剥離（矢印）
が確認された。Mare C：妊娠333日の画像。翌日に帝王切開。
子宮胎盤組織は滑らかで、白線により２層化していた（小矢頭）。

図６　Mare Fの子宮胎盤
組織の超音波画像。

妊娠314日の画像。翌日に早産。
広範囲の胎盤剥離が低エコー
部位として確認された（矢印）。

(a) (b)

(c) (d)

図4

(a) Mare A (b) Mare B (c) Mare C

図5

図6
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考察
本研究は日本輓系種をはじめとする重輓馬の

CTUPについての初めての報告である。正常群に
おけるCTUPは妊娠進行に伴って増加し、過去の
軽種馬［８, 12, 15, 16］およびポニー［１, 11］
における報告と同様の変化を示した。つまり、妊
娠期間中のCTUPの増加は、馬の種類によらない
生理学的な変化であることが示唆された。また、
正常群におけるCTUPは、過去の軽種馬［８, 12, 
15, 16, 20］およびポニー［１, 11］において報
告されたCTUPよりも高値を示した。CTUPは胎盤
重量に相関することが報告されており［８］、胎
盤重量の大きい重輓馬のCTUPは他種のウマのも
のよりも高値を示したと考察された。

胎盤炎に罹患したサラブレッドやクウォーター
ホース、アメリカンペイントホース［13, 14, 
20］、およびポニー［１, 11］について、CTUPの
高値が報告されている。本研究では、胎盤炎群
に属する全頭（100%）のCTUPが、正常群の第
３四分位よりも高値を示した。分娩までに15㎜
以上のCTUPを示した妊娠馬の割合は、胎盤炎群

（100%）の方が正常群（28.0%）よりも多かった（p 
< 0.05）。つまり、重輓馬においても胎盤炎によっ
てCTUPは増加し、CTUP測定は胎盤炎検出に有用
であることが示唆された。また、胎盤浮腫は馬の
死産や流産の一因であることから［５］、胎盤炎
以外にも流産や早産の危機がある場合にCTUPは
増加すると予想された。結果として、異常産群
の６頭（85.7%）におけるCTUPが、正常群の第
３四分位よりも高値を示し、重輓馬の異常産にお
いてもCTUPが増加すると推測された。しかし、
異常群における病理学的な胎盤検査は２症例につ
いてしか実施することができず、病理学的な胎盤
浮腫はそのうちの１頭にしか検出されなかった。
後産の採取部位は視覚的に異常の認められた部位
ではなく、星状部と絨毛部の境界部に限定したこ
とが影響している可能性があるが、後産の検査数
を増やした追加研究が必要と考えられる。

胎盤剥離の発生率は正常群20.0% 、異常産群
28.6%であったのに対し、胎盤炎群では66.7%で
あり、統計学的に有意ではないものの胎盤炎群に
おいて多く認められた。胎盤剥離は胎盤機能を阻

害し、胎盤炎に罹患した軽種馬において発生が報
告されていることから［14］、重輓馬においても
胎盤炎で発生が増加するものと推察された。し
かし、本研究では妊娠末期の正常群においても
20.0%の個体に発生が認められ、重輓馬では胎盤
剥離に対して、多少の耐性があるものと推論され
た。経直腸超音波画像検査にて胎盤剥離が疑われ
た場合には、ホルモン測定などの他の検査方法の
併用を推奨する。

子宮胎盤組織の２層化はサラブレッドの胎盤発
達に伴う変化として報告されている［12］。本研
究での各群における子宮胎盤組織の2層化の発生
率は、正常群32.0% 、胎盤炎群33.3% 、異常産群
42.9%であり、群間の発生率に違いは認められな
かった。また、正常群の１頭を除く11頭において、
妊娠10ヶ月以降に確認されたことから、子宮胎
盤組織の２層化は重輓馬においても胎盤の発達を
反映し、ウマの種類によらない生理学的な変化で
あることが推察された。

子宮胎盤組織の凹凸は、軽種馬においては子宮
胎盤組織の凹凸は胎盤炎症例において報告されて
いる［14］。一方で、本研究では全群において一
般的に観察され（発生率は正常群72.0% 、胎盤炎
群および異常産群100%）、重輓馬においては一般
的な所見であると示唆された。重輓馬の大きな胎
盤が子宮頚管付近でたわみ、蛇行したことなどが
原因として推察された。

数頭の妊娠馬において、ある時点における
CTUPの減少が確認された。Mare CのCTUPを挙
げると、妊娠８ヶ月よりも妊娠９ヶ月の方が低値
を示した。この現象の正確な理由は不明であるが、
正確に同じ部位を毎回測定することは不可能なこ
と、子宮胎盤組織の凹凸の状態が毎回変化するこ
となどが原因として考察された。CTUPの異常な
高値あるいは低値、および急激な増加あるいは低
下が確認された場合には、超音波画像検査による
胎盤剥離の確認や、ホルモン測定、母体の臨床状
態などを総合的に判断することを推奨する。

病理学的な胎盤検査を実施しなかったMare D、
F 、G 、I 、JのCTUPは、正常群の第３四分位よ
りも高値を示し、特にMare F 、G 、Jについては
15㎜以上の値を示した。Mare FおよびHについて
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は胎盤剥離が確認された。以上の知見に基づくと、
これらの症例が胎盤炎に罹患していた可能性は否
定できなかったが、詳細は不明であった。

病理学的な胎盤浮腫は正常群の48.0%に確認
された。胎盤浮腫が発生するとCTUPは増加する
と予想されたが、正常群内で胎盤浮腫の有無に
よるCTUPの違いは認められなかった。胎盤浮腫
がCTUPに影響しないほど軽度のものであったこ
と、胎盤停滞時間に伴って後産の状態が変化して
しまったことなどに起因したと考えられる。ある
いは胎盤の背側部位には正常でも浮腫が発生し、
臨床的意義はないとされていることから［16］、
今回採材した後産の部位が背側に近い部位であっ
た可能性もある。正常群における妊娠馬の状態と
超音波画像、病理学的な胎盤浮腫の関係性は確認
できなかった。病理学的な胎盤検査を実施できな
かった頭数が多かったため、病理学的な胎盤浮腫
と胎盤炎、異常産の関係性を調査することは不可
能であった。さらに、正常群においても全頭に対
して毎月１回の検査を実施することも不可能で
あった。病理学的な胎盤検査数、および毎月の連
続データを増やした追加研究が必要であり、病理
学的な胎盤浮腫と胎盤炎、異常産の関連性の有無
の解明も可能になると考えられる。

本研究により、重輓馬の正常なCTUPが明らか
となった。重輓馬のCTUPは、過去に報告された
サラブレッドやクウォーターホース、アメリカ
ンペイントホースの値よりも高値を示し、妊娠
進行に伴って増加することが判明した。重輓馬
におけるCTUPの増加および胎盤剥離画像の検出
は、胎盤炎および異常産の検出に有用であると
推察された。
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研究レポート

競走馬の急性腸炎における血糖値と
その予後との関連性について

浦山俊太郎１）＊・有馬大輔１）・溝部文彬２）・新崎裕太２）・野村基惟２）・南島陽平３）・草野寛一１）

要旨

急性腸炎はその症状から、強い炎症反応により惹起される全身性炎症反応症候群（Systemic 
Infl ammatory Response Syndrome: SIRS）の状態であると考えられている。ヒトのSIRSでは炎症反応
に対する多くのメディエーターによって糖新生やグリコーゲン異化亢進が起こり、インスリン抵抗性
が増大する結果、細胞内にグルコースが取り込まれなくなり高血糖となる。これがさらに炎症を重症
化させると考えられていることから、高血糖が予後不良に関連する因子として用いられている。一方、
ウマの急性腸炎における血糖値とその予後との関連性に関する知見は少ない。そこで本研究では、急
性腸炎発症後の血糖値の推移と予後との関連性を調査し、血糖値が予後判定因子になるかを検討した。

急性腸炎を発症しSIRSと診断された競走馬17例について、血中グルコース（Glu）、インスリン（Ins）、
コルチゾール（Cor）を初診時から12時間毎に連続して測定し、加療に反応せずに死亡あるいは安楽
死処置した致死群（８例）と、加療にて治癒した回復群（９例）とに分類して比較した。

Gluは回復群３頭で初診時のみ高値を認めたが、以降全症例においてGluの持続的な高値はみられな
かった。Insは全症例で初診時に高値を認め、Corは回復群２頭、致死群３頭の計５頭で初診から24時
間以内に持続的な高値がみられたが、24時間後以降はInsとCorは経時的に正常値付近へ収束していっ
た。また回復群と致死群との初診から72時間以内におけるGluに有意な差を認めなかった。以上より、
腸炎症例馬では病態初期に血糖値の不均衡は生じていないと考えられ、17頭という少数例ではあるが、
血糖値がサラブレッド種競走馬の腸炎の予後判定因子となる可能性は低いと考えられた。

１）Urayama Shuntaro, Arima Daisuke, Kusano Kanichi：美浦トレーニング・センター
２）Mizobe Fumiaki, Shinzaki Yuta, Nomura Motoi：栗東トレーニング・センター
３）Minamijima Yohei： 競走馬理化学研究所
*現　馬事部
この研究レポートはJournal of Equine Science 2018, 29; 15-19に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

背景
JRAのトレーニング・センターにおいて、2004

～2014年の過去10年で158頭が急性腸炎を発症
している。その致死率は31.6%と非常に高く、競
走馬資源の損失に大きく関わっていることから、
競馬サークル内で問題となっている。ウマにお
ける急性腸炎は、多くの場合輸送や外科的手術、

抗生物質の投与による腸内フローラの変化など
のストレス因子により生じ［４］、急性下痢症だ
けでなく高体温や好中球の左方移動を伴う白血
球の減少などの症状を伴うことから、全身性炎
症反応症候群（Systemic Infl ammatory Response 
Syndrome: SIRS）の状態であると考えられている

［２, 17］。ウマの腸炎では、腸粘膜バリアの破綻
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により細菌の構成成分であるリポポリサッカライ
ド（Lipopolysaccharide: LPS）が血管内に流入す
ることでSIRSが引き起こされ ［16, 19］、これが重
症化または遷延化することにより多臓器不全や蹄
葉炎の原因となることが報告されている［２, ３］。
ウマにおけるSIRSとは体温の上昇、脈拍数の増加、
呼吸数の増加、白血球増多症または減少症の４つ
の臨床パラメーターのうち２つ以上が存在する状
態を指し［５, 17］、近年ではウマのエンドトキ
セミアは、SIRSという概念の方が適切であるとの
意見もある［17］。

ヒトのSIRSや敗血症では、しばしば高血糖が起
こることが報告されている［12, 14］。それは炎
症反応に対する多くのメディエーターによって糖
新生やグリコーゲン異化亢進が起こり、インスリ
ン抵抗性が増大することで生じると考えられてい
る。高血糖が継続することにより、多核白血球の
貪食能や殺菌能が低下し、感染防御能は低下する。
またミトコンドリアの機能障害により多臓器不全
の引き金になりうる。このため、ヒト医療分野に
おいては血糖コントロールがSIRSや敗血症の補助
療法とされている［12, 21］。

近年、急性腹症や敗血症などの重篤な疾患を伴
うウマにおいても、ヒトと同様に高血糖による予
後への影響が報告されている［６, ８, ９, 18］。
急性腹症を伴うウマのおよそ50％が正常範囲よ
り高いグルコース値を示し、入院時における高血
糖が予後に影響を与えると報告されている［８］。
一方、ウマの急性腸炎の血糖値に着目した報告は
少なく、予後との関連性を調査した報告も見当
たらない。そこで本研究では、急性腸炎を発症し
SIRSと診断された競走馬17例について、血中グ
ルコース（Glu）、インスリン（Ins）およびコル
チゾール（Cor）を測定し、その経時的な推移と
予後との関連について調査することで、血糖値が
急性腸炎の予後判定因子になるかを検討した。

材料と方法
2015年５月から2016年８月の間に、JRAの栗

東および美浦トレーニング・センターに所属する
サラブレッド種競走馬で、急性腸炎を発症した
もののうち初診時にSIRSの状態にあると診断した

17頭を調査した。具体的には、初診の臨床検査
において高体温（T＞ 38.6℃）、頻脈（HR＞ 60
回／分）、頻呼吸（RR＞ 30回／分）、白血球増
多または減少（> 12,500 または < 4,500 /μL）
のいずれか２つ以上を満たすウマを対象とした

［５］。予後別に、加療に反応せずに死亡あるいは
安楽死処置した致死群（８頭）と加療にて治癒し
た回復群（９頭）に分類した。血液は初診時を
0hrとして12時間毎に72時間連続して採取した。
血漿を分離するためにフッ化ナトリウムとクエ
ン酸ナトリウムおよびEDTA-2Na加採血管（7ml; 
TERUMO VENOJECTⅡ、テルモ、東京）を、血
清を分離するためにプレーン採血管（15ml; TER-
UMO VENOJECTⅡ、テルモ、東京）を使用し、
3000rpmで10分間遠心分離した。血漿および血
清は測定まで-80℃で保存した。調査項目は血糖
調節機構を評価する３項目 （Glu、Ins、Cor）とし、
血漿GluはDRI-CHEM 7000「Z」（富士フイルム、
東京）、血漿InsはMercodia Equine Insulin ELISA 
Kit（Mercodia AB 、ウプサラ）、血清Corは高速
液体クロマトグラフ（Prominence、島津製作所、
京都）-タンデム質量分析計（4000QTRAP 、Sci-
ex 、フレイミングハム）システム（LC/MS/MS）
を用いて測定した。図の腸炎発症後24時間以内
は採材時間が不統一のため最大値と最小値で表記
した。また17頭のうち３頭はInsとCorを経時的に
測定できなかったため、その３頭をInsとCorの図
表から除外した。各調査項目の値は既報［７, ８, 
20］を参考に、それぞれGlu=75.6～131.4mg/
dL 、Ins=4.1～4.5μU/mL 、Cor=61～85ng/mL
を基準範囲と設定し、この範囲から逸脱したもの
を異常値とした。統計処理はExcel V7を用いて行
い、測定結果の群間比較にはマンホイットニーの
U検定を、分散の比較にはF検定を用いた。有意
水準P < 0.05のときに有意差ありとした。

結果
全17頭の初診時における各項目の中央値は

そ れ ぞ れGlu=109㎎ /dL 、Ins=12.8μU/mL 、
Cor=169.5ng/mLであり、表１に群別の臨床デー
タを表記した。初診時である0hrでは、回復群９
頭中３頭でGluの上昇（>131.4㎎ /dL）がみられ
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たが、すべての症例で持続的な高値を認めなかっ
た。さらに、回復群と致死群におけるGluの値に
有意な差はみられず、予後との関連を認めなかっ
た。0hrにおけるInsでは３頭を除外した計14頭で
高値（>4.5μU/mL）を認めた。Corは３頭を除外
した回復群８頭中６頭、致死群６頭中３頭の合計
９頭が高値（>85ng/mL）であり、そのうち24hr
以内に持続的高値を認めたのは、回復群６頭中２
頭、致死群３頭中３頭の計５頭であった。24hr
以降、InsとCorは経時的に基準値付近へ収束して
いった（図１）。

考察
通常 、ヒトもウマもストレス反応によるCor増

加に伴い、肝臓での糖新生が促進
され、その結果血糖値も上昇し、
その上昇に依存してInsが分泌され
る［14］。血糖の上昇により分泌さ
れたInsは、細胞表面のインスリンレ
セプターに作用し、インスリンレセ
プター基質（IRS-1）が結合してチ
ロシンリン酸化される。リン酸化さ
れたIRS-1はホスファチジルイノシ
トール（PI） 3-キナーゼに結合し、
グルコーストランスポーターを細胞
膜に移動させGluを細胞内に取り込
むことで血糖値が正常に保たれる

［14］。ウマにおけるIns抵抗性は、
PI-3-キナーゼの活性化を障害され
ることにより引き起こされると報告
されている［22］。本研究では、Cor
の一過性の上昇がみられたものの、
Insも同時に上昇しており、ほとんど
の症例でGluの上昇を認めなかった。
このことから、初診から72時間以内
ではGluの上昇にInsが反応している
ため、Ins抵抗性の状態には陥ってお
らず、血糖値の推移が予後判定因子
となる可能性は低いと考えられた。

急性腹症を伴うウマでは、ヒトの
重症患者と同様に高血糖を生じ、入
院時の血糖値の高さが予後に影響を

与えることが報告されている［８］。本研究では
血糖値の推移について既報とは異なる結果が得ら
れたが、その理由として既報における研究対象に
は腸炎以外の外科的手術が必要とされる急性腹症
例を含んでいたことや、血液採材前に血糖上昇作
用のあるα2アゴニストが多くのウマで使用され
ていたことが挙げられる。

本研究では、初診時から72時間以内の血糖値
に、致死群と回復群との間で有意な差を認めな
かった。また、致死群において予後不良と診断し
た時点の血糖値が、その12時間前から大きく分
散することも明らかとなった（データ未表示）。
ウマのSIRSは、血圧が低下し輸液に全く反応しな
い敗血症性ショックの引き金となり、その結果と

回復群 致死群
頭数 （牡） 9 （7） 8 （6）
年齢 3 （2‒5） 3 （2‒5）
バイタルサイン
    直腸温 （℃） 39.0 （38.6‒40.0） 39.6 （37.8‒41.0）
   心拍数 （回/分） 48 （40‒60） 60 （40‒100）
   呼吸数 （回/分） 20 （12‒24） 22 （12‒40）
血液性状  
    白血球数 （μL） 5400 （2000‒15,500） 5800 （1800‒19,900）
    ヘマトクリット （%） 52.0 （37.4‒62.8） 61.6 （43.5‒80.3）
    血漿グルコース （mg/dL） 106 （92‒187） 110 （69‒128）
    血漿インスリン （μU/mL） 9.6 （5.6‒65.8） 19.9 （4.1‒49.4）
    血清コルチゾール （ng/mL） 142.5 （42.4‒260） 182.0 （38.6‒212）
中央値を記載。カッコ内は最小値から最大値を記載（頭数以外）。

表１　SIRSを伴う腸炎17頭における初診時の臨床データ
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図１
初診時（0hr）から72時間における血中グルコース、インスリン、コルチゾールの推移。
箱の上下端は第１、３四分位数を、箱内の線は中央値を、バーは最大値と最小値を表
している。腸炎発症後24時間以内は採材時間が不統一のため最大値と最小値で表記し
た。各時点における生存群（S）と致死群（Ns）との間に有意な差を認めなかった。
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して多臓器不全を引き起こす ［17］。多臓器不全
に陥ると、代謝異常により高血糖または低血糖を
呈する［11］。本研究における致死群は、予後不
良と診断した時点で多臓器不全に陥っていた可能
性があり、その結果血糖値が変化したと推察され
る。

ヒトやウマにおけるSIRSでは、トール様受容体
（TLR）やCD14などが免疫応答に大きく関わって
いる［14, 17］。細胞膜上でLPSと結合したTLR複
合体は細胞を活性化し、炎症性サイトカイン産生
のトリガーとなって［１, 10, 13, 15, 17, 23］、
Gluの細胞内取り込みを抑制することで高血糖を
来たす。しかしながら、感染による内因性免疫応
答として知られるTLRは、種特異性がかなり強い
とされている［17］。つまり、急性腸炎のような
全身性炎症反応による免疫応答で血糖値が上昇す
るメカニズムはヒトと競走馬で異なる可能性が考
えられたが、本分野に関しては更なる研究が必要
である。

本調査では、競走馬の急性腸炎において血糖値
と予後との間に関連性を認めなかった。結論とし
て、急性腸炎ではその予後に関わらず高血糖にな
ることがほとんどないと考えられ、初診から72
時間以内の血糖値は、競走馬の急性腸炎の予後判
定因子となる可能性は低いと考えられた。
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　はじめに
Capillaria hepatica （Calodium hepaticum） は、

毛細線虫科に属する線虫で、全世界に生息してい
る。この寄生虫の自然宿主は、野生のネズミなど
を含む齧歯類であるが ［１］、まれに人を含むそ
の他の哺乳類にも寄生することがある ［２］。 こ
れまでに、ヒトでは 163 例の感染 （そのうち 72 
例が真の感染） が、ヨーロッパ、南・北アメリ
カ、アジアならびにオセアニア、特に熱帯から亜
熱帯地域で報告されている ［１］。獣医領域では、
モグラ目、翼手目、ウサギ目、偶蹄目、奇蹄目、
イワダヌキ目、食肉目、有袋類や霊長類の25属
69種で報告がある ［２］。C. hepatica は、動物が
発育虫卵を摂取することで感染する。摂取された

研究ノート

我が国のウマにおける Capillaria hepatica 
(Calodium hepaticum) 感染症の一例

越智章仁１）・一二三達郎２）・上野孝範１）・片山芳也１）

要約

Capillaria hepatica は全世界に分布し、ヒトならびに動物に感染する。しかし、自然宿主である齧
歯類を除くと、哺乳動物での感染は極めてまれである。これは、日本で飼育されている馬における C. 
hepatica 感染症に関する初めての報告である。

症例はウマ、サラブレッド種、３歳の牝で、国内で屠畜された。生前検査では、臨床症状は認めら
れなかった。屠畜時、肝臓実質に 0.5～1.5 ㎝ 大の白色から褐色の腫瘤が散見された。病理組織学的
検索では、結節は結合組織によって被包化され、多数の虫卵ならびに多病巣性から融合性の肉芽腫性
炎症からなっていた。虫卵は樽型で、両側に卵栓を持ち、その卵殻は二重で放射状の条線を有していた。
これらの形態学的特徴から、これら虫卵は C. hepatica と同定した。

我々の知る限り、本例は日本のウマでは初めてとなる C. hepatica 感染例である。ウマの肝臓におけ
る肉芽腫性病変の鑑別診断として、本感染症を考慮する必要があると考えられる。

１）Ochi Akihiro, Ueno Takanori, Katayama Yoshinari：競走馬総合研究所
２）Hifumi Tatsurou：鹿児島大学共同獣医学部 組織病理学分野
この研究ノートは、BMC Veterinary Research 2017, 13: 384に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

虫卵は腸管内で孵化し、幼虫は肝臓に移行する。
その後、C. hepatica は、肝臓で成虫となり、交尾
を行い産卵する。肝臓内の虫卵は体外に排出され
ることはなく、宿主が死亡するまで肝臓内にとど
まる。宿主が死亡すると、腐敗あるいは動物など
の摂食によって虫卵は環境中に排出される。それ
により、虫卵は発育を開始し、感染性を有する発
育虫卵となる。なお、未発育の虫卵を摂取した場
合には、虫卵は孵化せず糞便とともに排泄される 

（擬似感染）。
C. hepatica は人を含む様々な動物の宿主の肝臓

に寄生し、肝組織の壊死、線維化あるいは炎症を
主徴とする肝毛細線虫症を引き起こす ［４］。し
かし、ウマにおける本疾患の報告例は極めて少な
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く、英国 ［５］ とカナダ ［６］ の２例のみである。
今回、我々は日本で繋養されていたウマに本疾患
を認めたことから、その概要を報告する。

症例の概要
症例は、３歳、サラブレッド種の牝で、国内の

屠畜場で屠殺された。事前検査では、特に異常は
認められなかった。屠畜後の肉眼検査では、肝臓
において、直径 0.5～1.5 ㎝ 大、白色から黄白色
を呈し、硬結感を有する結節が多数認められた。
これら結節は豊富な結合組織からなり、その一部
は石灰化していた。結節は、20% 中性緩衝ホル
マリンで固定後、Morse氏脱灰液で脱灰した。脱
灰した組織は、定法に従い薄切し、ヘマトキシリ
ン・エオジン染色を施した。

病理組織学的検索では、多数の虫卵を伴う、多
病巣性から癒合性の肉芽腫性病変が肝実質に認め
られた （Fig. １）。 虫卵は 20 × 50 µm、樽型で、
両側に卵栓を持ち、二重の卵殻には放射状の条線
がみられた （Fig. ２） 。虫卵の周囲には、リンパ球、
マクロファージならびに少数の好酸球が浸潤して
いた。C. hepatica の成虫あるいは幼虫は認められ
らなかったが、虫卵の形態学的特徴から本症例は
馬の肝毛細線虫症と診断された。

考察
C. hepatica は全世界に生息している、寄生性の

線虫である ［３］。齧歯類が主な自然宿主と考え
られているが、その他の動物にも稀に寄生する。
日本に生息する齧歯類における本虫の寄生率は不
明であるが、野生の齧歯類において虫卵ならびに
成虫の寄生が報告されている ［７, ８］。また、C. 
hepatica と同定されていないものの、牛 400頭の
うち 2.25% の肝臓に毛細線虫の寄生がみられた
との報告もある ［９］。関川らは、人における肝
毛細線虫症の本邦初発例を報告している ［10］。
しかし、我が国の馬において本症の報告はなく、
世界的にも馬の肝毛細線虫症は極めて稀あり、こ
れまでに英国およびカナダの２例のみである ［５, 
６］。これら２例の病理組織学的所見は、本症例
でみられたものと同様である。

C. hepatica の感染は、環境中の発育虫卵を摂取
することで成立する。人では、不衛生な環境や自
然宿主である齧歯類が多く生息する環境で生活
している人に発生しやすいとされている ［1］。ま
た、本感染症は １～５歳の幼児での発生数が多
く ［11］、虫卵で汚染された土壌に触れた手を介
して経口感染すると考えられている ［12］。さら
に、土食文化あるいは土食症患者は、本寄生虫
の感染リスクが極めて高いことが知られている 

［13］。土食は馬にもみられ、その原因としてミ
ネラルの摂取あるいは倦怠からの逃避行動が挙げ
られる ［14］。本症例の感染経路は不明であるが、
虫卵で汚染された水・飼料あるいは土の摂取をし
たことが原因であると考えられる。

C. hepatica の診断には、肝臓バイオプシーが有
用であると考えられている ［15］。しかし、医学

Fig. 1
肝臓の結節性病変。肝実質には、一部に石灰沈着を伴う他病
巣性から癒合性の肉芽腫性病変がみられる。周囲には、炎症
細胞の浸潤や水腫が認められる。ヘマトキシリン・エオジン
染色。

Fig. 2
病変に認められた虫卵。大半の虫卵は結合組織に被包されて
いた。挿入図：虫卵は、樽型で二重の卵殻を有していた。ヘ
マトキシリン・エオジン染色。

開始し，感染性を有する発育虫卵となる。なお，未発育の虫卵を摂取した場合には，虫卵は

孵化せず糞便と共に排泄される (擬似感染)。
 C. hepatica は人を含む様々な動物の宿主の肝臓に寄生し，肝組織の壊死，線維化あるい

は炎症を主徴とする肝毛細線虫症を引き起こす [4]。しかし，ウマにおける本疾患の報告例は

極めて少なく，英国 [5] とカナダ [6] の 2 例のみである。今回，我々は日本で繋養されてい

たウマに本疾患を認めたことから，その概要を報告する。

症例の概要

 症例は，3 歳，サラブレッド種の牝で，国内の屠畜場で屠殺された。事前検査では，特に異

常は認められなかった。屠畜後の肉眼検査では，肝臓において，直径 0.5~1.5 cm 大，白色

から黄白色を呈し，硬結感を有する結節が多数認められた。これら結節は豊富な結合組織か

らなり，その一部は石灰化していた。結節は，20% 中性緩衝ホルマリンで固定後，Morse 氏脱

灰液で脱灰した。脱灰した組織は，定法に従い薄切し，ヘマトキシリン・エオジン染色を施し

た。

 病理組織学的検索では，多数の虫卵を伴う，多病巣性から癒合性の肉芽腫性病変が肝実

質に認められた (Fig. 1)。 虫卵は 20 × 50 µm，樽型で，両側に卵栓を持ち，二重の卵殻

には放射状の条線がみられた (Fig. 2) 。虫卵の周囲には，リンパ球，マクロファージならびに

少数の好酸球が浸潤していた。C. hepatica の成虫あるいは幼虫は認められらなかったが，虫

卵の形態学的特徴から本症例は馬の肝毛細線虫症と診断された。

Fig. 1

肝臓の結節性病変。肝実質には，一部に石灰沈着を伴う他病巣性から癒合性の肉芽腫性病

変がみられる。周囲には，炎症細胞の浸潤や水腫が認められる。ヘマトキシリン・エオジン染

色。

Fig. 2
病変に認められた虫卵。大半の虫卵は結合組織に被包されていた。挿入図：虫卵は，樽型で

二重の卵殻を有していた。ヘマトキシリン・エオジン染色。

考察

 C. hepatica は全世界に生息している，寄生性の線虫である [3]。齧歯類が主な自然宿主と

考えられているが，その他の動物にも稀に寄生する。日本に生息する齧歯類における本虫の

寄生率は不明であるが，野生の齧歯類において虫卵ならびに成虫の寄生が報告されている

[7, 8]。また，C. hepatica と同定されていないものの，牛 400 頭のうち 2.25% の肝臓に毛細

線虫の寄生がみられたとの報告もある [9]。関川らは，人における肝毛細線虫症の本邦初発

例を報告している [10]。しかし，我が国の馬において本症の報告はなく，世界的にも馬の肝

毛細線虫症は極めて稀あり，これまでに英国およびカナダの２例のみである [5,6]。これら２例

の病理組織学的所見は，本症例でみられたものと同様である。

 C. hepatica の感染は，環境中の発育虫卵を摂取することで成立する。人では，不衛生な環

境や自然宿主である齧歯類が多く生息する環境で生活している人に発生しやすいとされてい

る [1]。また，本感染症は １〜５歳の幼児での発生数が多く [11]，虫卵で汚染された土壌に

触れた手を介して経口感染すると考えられている [12]。さらに，土食文化あるいは土食症患
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領域では侵襲性の少ないエコー検査やCT検査も
しばしば用いられている ［16］。また、間接蛍光
抗体法などの血清診断法も有用である ［16］。し
かし、獣医学分野では、これら検査法は臨床応用
されておらず、病理組織診断によって虫卵あるい
は虫体を検出することが一般的である。

今回、我々は日本で繋養されていた馬に肝毛細
線虫症を認めた。ウマにおける、本疾患の発生率
などの解析には、さらなる調査研究が必要となる
が、ウマの肝臓における肉芽腫性病変の鑑別診断
として本感染症を考慮することが必要である。
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情報コーナー

遠藤祥郎職員の学位論文の紹介
『サラブレッドの輸送関連性呼吸器疾患の

予防法に関する研究』

日高育成牧場　業務課　冨成雅尚

輸送関連性呼吸器疾患（輸送熱）は競走馬の出走スケジュールを狂わせるほか、時には肺炎や胸膜
炎に進行し死に至らせることもある重要な疾患です。我々もかつて日高および宮崎の両育成牧場から
ブリーズアップセールが行われる中山競馬場までの輸送後に育成馬が発熱し、セールを欠場させざる
を得ない場面を経験するなど、長年悩まされてきました。日高育成牧場業務課の遠藤祥郎職員は、平
成21年に当場の所属となってから、輸送熱の予防法についての研究に携わり精力的に調査を行なって
きました。この度、それらの成果を学位論文としてまとめ、山口大学大学院連合獣医学研究科に提出
し審査を受けたところ合格し、平成29年９月29日に学位を授与されました（写真１）。ここに、遠藤
職員のたゆまない努力に敬意を表するとともに、その研究内容を紹介します。

氏名：遠藤　祥郎
学位取得先：山口大学大学院連合獣医学研究科
取得年月日：平成29年９月29日
学位の種類：博士（獣医学）
学位論文の題目：サラブレッドの輸送関連性呼吸

器疾患の予防法に関する研究

輸送熱の主な原因は、扁桃や気管の常在細菌で
あるStreptococcus equi subsp. zooepidemicus（以
下S. zooepidemicus）が気管支 ‐ 肺胞領域に侵入
し感染することである。免疫機能を賦活化するた
めウマに輸送日を含む輸送前３日連続でインター
フェロンα（以下IFN-α）を投与すると、輸送熱
発症後の臨床症状の改善が良好であったことが報
告されているが、当該プロトコルでは輸送熱を完
全には予防することができなかった。一方、フル
オロキノロン系抗菌薬は広域スペクトルであり、
ウマ医療域において長時間作用型の抗菌薬として
臨床的に使用されてきた。しかし、フルオロキノ
ロン系抗菌薬を輸送熱の予防のため投与したとい
う報告は見当たらなかった。

一方で抗菌薬の使用には耐性菌出現の問題があ
る。顆粒球コロニー刺激因子（以下G-CSF）は骨
髄中の顆粒球の増殖および末梢血への動因を促
進することが知られている。また、輸送熱を発症
した群で血清中のG-CSFが有意に高かったという写真１　学位を取得した遠藤職員と指導教官の帆

保教授（右）
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結果が得られているため、G-CSFの上昇は自然な
治癒反応の一つであり、輸送熱の原因菌であるS. 
zooepidemicusの排除に適した状態であると考え
られる。しかしながら、著者らの知る限り輸送中
のウマに対するG-CSF製剤の効果に関する報告は
見当たらなかった。このことから、サラブレッド
において輸送熱予防に対する抗菌薬および免疫賦
活剤の有効性を検討するために以下の５検討を実
施した。第１および第２の検討はエンロフロキサ
シン（以下ERFX）の有効性を、第３および第４
の検討はマルボフロキサシン（MRFX）の有効性
を、第５の検討はG-CSF製剤の一つであるフィル
グラスチムの有効性を検討することを目的とした。

第１章：長距離輸送される健常サラブレッドの体
温および気管内好中球数に対するエンロフロキサ
シン単回投与の効果

第１の検討として、IFN-αを併用したERFXの
輸送直前投与の輸送熱予防効果を検証した。そ
の結果、輸送後の直腸温、末梢血中WBC数、N/L 
RatioおよびSAA 、TBA中WBC数および白血球百
分率は対照群と比較して有意に低く、IFN-αを併
用したERFXの輸送直前投与は、IFN-αの単独投
与よりも効果的に輸送熱を予防することが明らか
となった。これはERFXが輸送熱の主因菌であるS. 
zooepidemicusの菌数を顕著に減少させた結果、S. 
zooepidemicusの下気道への侵入を軽減したため
であると考えられた。これらのことから、IFN-α
を併用したERFXの輸送直前投与は輸送熱予防に
対し有効であることが証明された。

第２章：長距離輸送される健常サラブレッド競走
用馬の直腸温および血液性状に対するエンロフロ
キサシンの輸送前投与の効果

第２の検討として、 IFN-αを併用しないERFX
単独での輸送直前投与の輸送熱予防効果を、レー
ス未経験の２歳馬ではなく成熟した競走用馬で
検証した。その結果、輸送後の直腸温、末梢血中
のWBC数およびSAAは対照群と比較して有意に
低く、 ERFX製剤の輸送直前投与は、IFN-αを併
用しなくても効果的に輸送熱を予防することが
明らかとなった。また、血漿中のコルチゾルも

対照群と比較して有意に低く、これはERFXがS. 
zooepidemicusの下気道への侵入を軽減した結果、
輸送中のウマが受けるストレスが低減されたため
と考えられた。本研究によりIFN-αを併用しない
ERFX単独での輸送直前投与は輸送熱予防に対し
有効であることが証明された。また、ERFXは レー
ス未経験の２歳馬ではなく成熟した競走用馬にお
いても有効であることが示唆された。

第３章：長距離輸送される健常サラブレッドの直
腸温および血液性状に対するマルボフロキサシン
の輸送前投与の効果

第３の検討として、IFN-αを併用したMRFXの
輸送直前投与の輸送熱予防効果を、ERFXと比較
した。その結果、輸送後の血液性状においてN/L 
RatioおよびSAAが対照群と比較して有意に低く、
ERFXと同様の効果があることが示された。これ
はMRFXが輸送熱の主因菌であるS. zooepidemicus
の菌数を顕著に減少させた結果、S. zooepidemic-
usの下気道への侵入を軽減したためであると考え
られた。これらのことから、輸送後の感染に伴う
炎症反応抑制におけるMRFXの有効性が示された。

第４章：若齢サラブレッドにおけるマルボフロキ
サシンの予防的投与導入前後での輸送熱発生率の
比較

第４の検討として、IFN-αを併用しないMRFX
単独での輸送直前投与の輸送熱予防効果をMRFX
導入前と比較した。その結果、MRFX導入後の輸
送後の直腸温が導入前と比較して有意に低く、
MRFXの輸送熱予防効果が明らかとなった。また、
輸送後の治療内容から、MRFXを輸送前に投与す
ると治療が必要となるウマが減少し、発熱しても
軽症で済むことが明らかとなった。以上のことか
ら、MRFXの輸送直前投与は単独でも輸送熱予防
に対して臨床的に有効であることが証明された。

第５章：健常サラブレッドにおける長距離輸送後
の血液性状に対する低用量G-CSF製剤の効果

第５の検討として、G-CSF製剤の一つである
フィルグラスチムの輸送直前投与後の血液性状に
おける効果を検証した。その結果、輸送後の血液
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性状においてWBC数および桿状/分葉好中球比は
対照群と比較してG-CSF群で有意に高かった。こ
のことにより、フィルグラスチムを投与した場
合、好中球を含む顆粒球が骨髄から動員され、
自然免疫を48時間以上活性化させ、その結果、S. 
zooepidemicusの侵入を防ぐ可能性が示唆された。
以上のことから、輸送中の自然免疫活性化におけ

るフィルグラスチムの有効性が示された。
本研究により、ERFXおよびMRFXの輸送直前投

与はそれぞれ単独でも輸送熱予防に対して臨床的
に有効であることが証明された。また、輸送中の
自然免疫活性化におけるフィルグラスチムの有効
性が示された。
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今更ではあるが、競馬を開催しているかぎり、
日本を含めるいかなる国・地域でも単独で産業を
完結させることは、もはや不可能な時代となって
久しい。したがって、競馬の高潔性を維持し、馬
の血統の質を向上させるための競走体系を構築・
維持していくためには、競馬に関するルールを国
際的に統一する流れに逆らうことはできない。
このための議論および意見調整の場として、国
際競馬統括機関連盟（International Federation of 
Horseracing Authorities, 以下IFHA）は存在する。
もともとは、1961年に米国、フランス、英国お
よびアイルランドの競馬統括機関により組織され
た４ヶ国連絡委員会を始まりとする。以後、幾度
かの変遷をへて、現在では59ヶ国の国・地域の競
馬統括機関がメンバーとして構成されている。現
在、IFHAには８つの委員会（committee）が存在し、
その中のひとつに馬の国際間移動に関する委員会

（International Movement of Horse Committee, 以
下IMHC）があり、筆者もメンバーのひとりとし
て参加している。これら委員会で議論された内容
は、International Agreement on Breeding, Racing 
and Wagering（競馬と生産および賭事に関する
国際協約と訳される。パリ協約と呼ばれることも
ある。以下IABRWと示す）として取りまとめられ、
メンバー国は、同意、部分同意あるいは不同意の
意思を、条文ごとに表明することが求められる。
2018年には、馬伝染病に関するIABRW24条が改
正されることとなった。本稿では、同改正の経緯
および内容について紹介する。

IABRW24条は、統括機関の間における馬伝染
病の発生情報の共有に関する条文である。政府

特 別 記 事

馬の伝染病に関する
「競馬と生産および賭事に関する国際協約」の改正

馬事部防疫課　山中隆史

間では、各国政府からの情報を、国際獣疫事務
局（以下OIE）が取りまとめて公表している。し
かしながら、速報性にやや難があること、およ
びOIEが定める一部の疾病に対象が限定されるた
め、競馬や生産などの馬産業に重要ではあっても
報告の対象になっていない疾病が存在することな
どの問題が存在した。これらのことを補完する
ため、IFHAは英国アニマルヘルストラスト内に
International Collating Centre（以下ICC）を設置
し、IABRW締結国の競馬統括機関および血統登録
機関は、繁殖用馬および競走馬の健康状態に関す
る最新の情報を自国の国家獣医当局に伝達するほ
か、ICCを介してIABRWのすべての締結国に、随
時、伝達することがIABRW24条に謳われている。

表１　 OIEが馬の重要疾病として指定する疾病
アフリカ馬疫
炭疽
馬伝染性子宮炎
馬こう疫
馬伝染性貧血
馬インフルエンザ
馬ウイルス性動脈炎
鼻疽
日本脳炎
馬ヘルペスウイルス１型感染症
ベネズエラ馬脳炎
馬ピロプラズマ
狂犬病
スクリューワーム
スーラ病
東部馬脳炎
西部馬脳炎
ウエストナイル熱
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しかし、2017年１月の時点では、ICCに報告すべ
き具体的な疾病名は、IABRW24条に定められて
いなかった。このことに対して、2017年12月11
日に香港で開催されたIMHCの会議において、具
体的な疾病を定める改正案が提示された。表１お
よび表２に当時示された改正案中の具体的な疾病
名を示す。

ここで、表２の一番下にある「白癬症」に注目
していただきたい。白癬症とは、白癬菌（Trycho-
phyton equinumなど）の感染による皮膚炎の総称
であり、掻痒感や脱毛などを伴う疾病のことであ
る。白癬菌は、土壌や健康な馬の皮膚などの様々
な環境に存在する。そして一般に、若齢馬が強い
ストレスを受けた場合に発症しやすく、世界中で
その発症はみられる。感染の拡大は、皮膚の落屑
や脱毛被毛に付着する分節状の胞子の伝播により
起こる。このことから、特に集約的な環境下で馬
を飼養し、プール調教を多用し、かつ気候が高温
多湿な場所では、白癬菌が侵入した場合、被害の
拡大は速いと考えられる。じつは、IMHCの会議
直前の2017年12月４日に、日本から香港に遠征
していた香港国際競走参加予定馬が、香港到着後
に白癬症が疑われる症状を示しており、出走の可
否を懸念する報道があった。このことに関して、
香港の競馬統括機関（Hong Kong Jockey Club, 以
下HKJC）は、日本中央競馬会（以下JRA）が出
発前に白癬症が疑われる皮膚炎を同馬が有してい
た情報を把握していたにもかかわらず（ごく軽度
であったが）、HKJCに伝えていなかったことに不
満の意を示していた。一方、JRAは、伝えるべき

対象は競走能力に直接的に影響を及ぼすような疾
病、および２国間の一時輸出入衛生条件に記載さ
れている伝染病に関してのみであると考えてお
り、軽度の皮膚炎は伝えるべき対象とは認識して
いなかったと主張した。そこで、HKJCの意を受
けたIMHCの事務局が、表２に白癬症を付け加え
た。同会議に出席していた筆者は、報告すべき具
体的な疾病名が定義されることは、有意義なこと
であると賛同した上で、白癬症が表２に掲げられ
ていることには反対した。表２に掲げられた疾病
の中には、致死的な人獣共通伝染病であり、流行
の発生が馬産業に深刻な被害を及ぼす疾病（例　
ニパウイルス感染症やヘンドラウイルス感染症な
ど）と、症状が非常に軽く土壌などの環境中に病
原体が世界中に存在し、伝染病としてではなく
個々の発症馬の問題（感染症）として捉えるべき
白癬症とが同列に取扱われていることに異議を述
べ、白癬症を表２から除くべきであると主張した。
もちろん、香港の競馬事情（プール調教を多用す
る）や高温多湿な気候を鑑みると、HKJCが白癬
症に神経質であることは十分に理解できる。しか
し、本疾病に関しては、移動する当該馬の仕出し
側と受入れ側の２者間の事前のコミュニケーショ
ンにより解決が可能であり、IFHAのメンバー間
全員で共有するべき発生情報ではないと述べた。
同様に、日本以外の数ヶ国のメンバーからも同様
の反対意見がだされ、その結果、白癬症は表２か
ら除外された。このことを受け、JRAは本改正に
同意することとした。 

日本の馬伝染病の発生情報については、JRA馬
事部防疫課が農林水産省動物衛生課や北海道など
の地方自治体の獣医当局と連携することにより収
集し、ICCへ報告している。また、逆にICCから得
られた海外の馬伝染病に関する情報については、
軽種馬防疫協議会（JRA馬事部防疫課が事務局）
を通じて、競馬、生産、乗用馬や在来馬等の国内
団体と速やかに共有している。幸いなことに、日
本では2007年の馬インフルエンザや2014年のゲ
タウイルス感染症を除いて、馬の伝染病の大きな
発生はなく、近年にICCへ報告しているのは、馬
ヘルペスウイルス１型感染症による流産と破傷風
がほとんどとなっている。

表２　IFHAが馬産業にとって潜在的な
懸念と考える疾病

腺疫
馬伝染性リンパ管炎
馬伝染性子宮炎
水胞性口炎
ヘンドラウイルス感染症
馬こう疹
馬痘
ニパウイルス感染症
破傷風
ゲタウイルス感染症
馬脳症
白癬症（のちに、除外された）
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2018年３号の紹介）

昆虫による刺咬過敏症に対する免疫療法の幕開け
世界中のウマのおよそ10パーセントが直面し、

馬産業界を非常に悩ましている皮膚疾患の一つ
で、一般的には「皮膚掻痒」あるいは「夏癬」と
して知られている昆虫の刺咬による過敏症 （IBH：
insect bite hypersensitivity）の季節が到来した。
IBHは、アレルギー性で回帰性の季節性皮膚炎で
あり、主にヌカカ（Culicoides属） や他の刺咬昆虫
の唾液中に含まれるアレルゲンに対して免疫系が
過剰に働くこと、すなわち過敏になることによっ
て起こる。

Susan White博士は、自身の論文にIBHに対す
る最新の診断法や管理方法の概要を掲載した。
IBHに対する治療法はないが、IBHに罹患したウ
マに対する免疫療法を評価するために現在行われ
ている研究がある。

IBHには多くの原因があるが、その発症には免
疫系が関与するということが知られている。過敏
性反応は４種類に分類されるが、IBHは１型と４
型の混合型である。抗原（アレルゲン）がIgEと
特異的に結合し、肥満細胞、好塩基球、好酸球上
の受容体を架橋することで、１型過敏性反応は発
現する。これらの細胞は、血管の太さや透過性に
影響するヒスタミンなどの血管作用性アミンを放
出し、炎症性サイトカインや他の伝達物質を産生
し、その結果として炎症や掻痒が生じる。４型反
応はしばしば遅延型過敏性反応と呼ばれ、特に、
活性化Th-2リンパ球による細胞性免疫が関与し、
IL-5サイトカインを産生し多数の好塩基球を誘導
する。免疫療法は、過敏性反応を引き起こす特定
のアレルゲンに対して免疫系が脱感作され得る、
という古くから提唱されている概念に基づく。ア
レルゲン免疫療法（AIT） には、アレルギーの患
者それぞれに対応するアレルゲンの漸増用量接種
がある。アレルゲンに対する曝露の漸増によって、

免疫系の原因物質に対する感受性は減少し、将
来、原因物質に接触してもアレルギー症状は軽減
する。しかし従来のAIT療法がIBH治療に対して
有効か否かについては賛否両方のデータがある。
現在、IBHをCulicoides遺伝子組み換え抗原あるい
は虫体抽出抗原を用いたワクチンにより予防でき
るかどうかについての研究を実施している。現在
の研究でもうひとつの興味深い分野は、経口免疫
療法であり、Culicoidesに対する過敏性反応を防
ぐために、遺伝子組み換えにより発現できたアレ
ルゲンを経口投与するといった方法である。

最後であるが、IBHの病理における好酸球の重
要な役割やIL-5が好酸球を活性化させるという事
実に基づき、IL-5を標的とし患部皮膚への好酸球
の集積を抑制する、新規のアレルゲン非依存性ワ
クチンの評価が行われている。これはウマでの数
少ない研究の一つであり、ワクチンがIL-5に対す
る自己抗体産生を誘導し、その結果IBHに対して
臨床的に効果があるかどうかを研究するものであ
る。この免疫療法的取り組みは、慢性の免疫疾患
を治療する新たな方法となる可能性があり、IBH
に苦しむウマにとって、新しい治療法が目前まで
来ていることを示しているのかもしれない。

連絡先：Amanda A. Adams, 
PhDAmanda.adams@uky.edu
(859) 218-1097
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2018 年第１四半期

イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下のウマ
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の疾病の報告があった。
アフリカ馬疫の季節的な増加が南アフリカで報

告された。９つの州のうち８つの州で合計88例
が認められた。本症の管理区域があるウエスタン
ケープ州では、症例の発生は認められなかった。

米国および英国では、馬インフルエンザが発生
した。英国では、最近輸入されたばかりのワクチ
ン未接種馬２例において確認された。米国では本
症は風土病とされており、３州で確認され、その
うち１州では複数例が発生した。

フランス、ドイツ、アイルランドおよび米国で
は、複数の腺疫の発生が報告された。確認された
腺疫の発生数は、フランスで21件、ドイツで２件、
アイルランドで多数例、米国では22州で65件の
発生が報告され、このうち10州では複数の症例
が認められた。

馬ヘルペスウイルス１型（EHV-1）感染症がフ
ランス、ドイツ、アイルランド、日本、南アフリカ、
スイス、英国および米国で報告された。発熱を伴
う感染例は、フランス（２件）、アイルランド（７
件）およびスイス（EHV-1とEHV-4の混合感染が
１件）で報告された。EHV-1 による呼吸器疾患
は、ドイツ（25例）、英国（８件で、ほとんどは
ワクチン未接種の非サラブレッド種）および米国

（様々な州で広範囲）で発生した。EHV-1 による
流産は、フランス（８件で、そのうち３件は複数
例）、 ドイツ（４例）、日本（13施設でそれぞれ１
例、４例以外はすべてワクチン接種済みの牝馬）、
英国（５件で、ワクチン接種あるいは未接種のサ
ラブレッド種および非サラブレッド種の牝馬）お
よび米国（２例）で報告された。

EHV-1による神経疾患が、フランス（１例）、
南アフリカ（同一施設で２例）、スイス（１例）、
英国（２施設でそれぞれ１例）および米国（複数
の州で23件で27頭の発生）で報告された。

馬ヘルペスウイルス４ 型感染症が、フランス
（４ 件）およびスイス（２例）で報告された。フ
ランス（10件）ならびにドイツ（４例）では、
EHV-4 に起因する呼吸器感染症の発生が報告さ
れた。またフランスでは、EHV-4による流産が１
例確認された。

米国のいくつかの州で、馬ヘルペスウイルス 

２ 型／５ 型感染症が複数例発生し、呼吸器疾患
が認められる症例も見られた。

馬伝染性貧血の発生が、カナダ（３例で、その
うち１例は臨床症例で死亡）、 フランス（臨床症
例１例）および米国（１例）で確認された。

馬ピロプラズマ病がフランスで発生し、同国で
は風土病である。南アフリカでは、４州において
複数例が診断された。

フランスでは、馬伝染性子宮炎の原因菌である
Taylorella equigenitalisが牡の古馬で検出された。
またドイツでは、合計６施設で６頭の種牡馬と１
頭の牝馬から検出された。

EHV-3による馬媾疹が、ケンタッキー州の牝馬
１例で診断された。

多数のノカルジア胎盤炎が米国で報告され、
Amycolatopsis属による症例に加えて、別の群では
Crossiella equi感染による症例であった。１例を除
き全てケンタッキー州で発生した。

本四半期中、米国でサルモネラ菌感染症が11
例確認され、全ての分離株は血清型 B 群であった。

米国ケンタッキー州において、３例の子馬が
Clostridium perfringens A 毒素産生型による感染
と診断された。

ドイツでは、ロタウイルス感染症が同じ施設の
子馬２例で確認された。

米国ケンタッキー州で、子馬１例がLawsonia 
intracellularis 感染症と診断された。

米国では2018年度第1四半期に、東部馬脳炎
（EEE）が４例確認され、全てフロリダ州であった。

馬脳症が南アフリカで報告され、１つの州では
複数の症例、他の３州では散発症例が認められた。

ロドコッカス感染症は米国で風土病であり、未
報告症例が多数あると考えられる。

ウマの昆虫刺咬による過敏症
季節性の掻痒性皮膚炎のウマの多くは、昆虫刺

咬に対する過敏症（アレルギー）である。あらゆ
る刺咬昆虫が昆虫刺咬による過敏症（IBH）の原
因となることがあるが、Culicoides属のヌカカ、
ブユ、サシバエ、ノサシバエが最も一般的に原因
となる昆虫である。IBHの特徴として、しばしば
皮膚を擦り付けて損傷を生じさせる強い掻痒感、
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著しい脱毛、二次感染、慢性的には過角化や苔蘚
化（皮膚の肥厚）が認められる。アトピーのウマ
は早ければ１歳で臨床症状を発現することもある
が、多くのウマが中年齢あるいはそれ以降にIBH
を発症する。臨床症状は歳を重ねる毎に進行する
ことが多い。

診断は、病変の特徴、病歴、臨床症状や類似疾
病の除外によりなされる。IBH罹患馬の発症部位
は、原因となる昆虫の刺咬特性によって異なる。
アレルギー性皮膚炎を引き起こす多くの昆虫の同
定や吸血の習性について、多くは依然として研究
中で、正確な病因を特定できないかもしれない。
アトピーのウマではアレルギー発症が年間を通し
ていつでも起こり得る一方で、IBHは典型的に季
節によって良化したり悪化したりする。一般的に
アトピーで認められる蕁麻疹は、診断名ではなく、
免疫学的および非免疫学的な様々な原因による皮
膚反応の様態である。蕁麻疹の除外診断には、薬
剤やワクチンの副作用、刺咬昆虫（ハチなど）や
クモ、感染症、接触性皮膚炎、血管炎、感冒、ス
トレスあるいは運動誘性病変などが含まれる。掻
痒感が認められる他の疾病として、蟯虫寄生、糸
状虫症、ショクヒヒゼンダニや他のダニの寄生が
挙げられる。掻痒感を時々伴う疾病には、白癬な
らびに自己免疫性疾患である天疱瘡などがある。

全ての掻痒性皮膚炎の症例は、掻痒感を緩和す
るための対症療法と同様に、誘因物質に対する曝
露を減少させる管理法が必要とされる。IBHにつ
いては、昆虫への曝露を減少するための対処法が
完全に実施されなければならない。牧場の衛生対
策としては、適切に糞尿を堆肥にすることや腐
敗した植物のある湿地帯を取り除くことなどがあ
り、またハエを捕食する動物の利用や、ハエ駆除
剤によってハエを減少させることができる。高温、
高湿、日光は掻痒感を増悪させてしまうので、日
除けの設置や扇風機の風によって緩和ができる。
最も原因となる昆虫（図１）を避けるために、ウ
マを馬房内に入れることや、ハエ取りシートや
フェイスマスクの使用が有効である。外用剤に対
して接触アレルギーを発症するウマもいるため
に、賢明かつ慎重なハエ忌避剤の使用が望まれる。
粗飼料や全粒穀物は、スイートフィード（穀類配

合飼料に糖蜜を混合）よりも適している。冷水を
用いた洗浄やシャンプーは皮膚に付着するアレル
ゲンの量を減らすことができ、さらには乾燥した
皮膚に潤いを取り戻すことができる。コロイド状
オートミール、プラモキシン、1パーセントのヒ
ドロコルチゾンシャンプーを用いることや、ある
いはヒドロコルチゾン剤を付けたままにすること
で、掻痒感を減少させ、必要とされる痒み止めの
量を最小限にしたり、減らしたりすることができ
る。全身投与（ステロイド剤や抗ヒスタミン剤）
は、痒みと掻爬の悪循環（itch-scratch cycle）を
阻害するのに有効な場合があるが、特にステロイ
ド剤の長期間に亘る使用は避けるべきである。全
身症状に対する治療と同時に、原因について徹底
的に詳細な検査を行うべきである。特にアトピー
の若齢動物において、アレルゲン特異免疫療法に
対する抗原を調べるために、皮内試験は有効な場
合がある。クライアントは、過敏症やアトピーが
一生に亘って続くことを理解するべきである。罹
患馬は継続的な管理や治療が必要であろう。原因
となる抗原への曝露が少ない場合、罹患馬はしば
しば無症状であることがあり、抗原負荷が増加す
ると症状を示す。抗原曝露は増えていくため、臨
床症状を最もうまくコントロールするためには包
括的管理が必要とされる。

連絡先：
Susan L. White, DVM, MS, DACVIM
slwhite@uga.edu
(706) 296-8607
Department of Large Animal Medicine
College of Veterinary Medicine
University of Georgia
Athens, GA

表１　IBH関連昆虫の繁殖地および吸血時間
昆虫種 繁殖地 吸血時間

サシバエ 堆肥　腐敗した植物 日中

ノサシバエ ウシ堆肥 日中

アブ 茂み　水中 日中

Culicoides属ヌカカ 水溜り　堆肥 日暮れ～夜明け

Simulium属（ブユ） 流水 朝方および夕方
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タイラー病
タイラー病（ウマ血清肝炎）は、稀であるが時

に致死的な成馬の肝疾患である。1900年代初め
に、Arnold Theiler卿が本疾患について、アフリ
カ馬疫のワクチン接種戦略の一環として用いられ
ていたウマ抗血清投与の４～12週間後に起こる
致死率の高い、急性肝不全の病態の一つとして最
初に論じた。それ以降さらに多くの血清肝炎症例
が報告され、様々なウマ由来の血液製剤が本疾患
の原因となってきた。市販の血漿製剤もまた原因
と見なされていたにもかかわらず、北米において
近年発生している症例は、破傷風抗毒素投与に関
連して発生している。原因とされる特定のロット
の血液製剤投与後に発症するウマは１～２パーセ
ントであり、多くのウマは無症候性と考えられる。
本疾患の原因として、ウイルスなどの病原体が疑
われてきた。そして最近、血清肝炎の死亡例のウ
マから新たなウマパルボウイルスが検出された。
パルボウイルスは罹患馬とそのウマに対して9週
間前に投与された生物学的製剤に存在していた。
実験馬にこの市販製剤を接種した結果、この新し
く発見されたウイルスに感染し、肝疾患を発症し
た。ウイルスに対する免疫反応の個体差により、
臨床症状を呈したウマが少ないことについて説明
できる。

臨床症状ならびに病理学的所見では同一の疾病
が、ウマ由来生物学的製剤を投与されていない成
馬に散発的に認められている。これらの「生物製
剤以外による」症例は、６月から11月にかけて
最も多く起こり、また小規模な流行が数週間発生
する傾向がある。生物製剤以外による症例は、一
般的に繁殖牝馬を飼養する生産牧場で起こるよう
に思われる。「生物製剤以外による」症例が特定
の季節に発生することは、パルボウイルスが昆虫
によって伝播されている可能性を示唆する。

臨床的にタイラー病罹患馬は、神経症状（肝性
脳症：壁に頭を押し当てる、つまずき、失明）や
黄疸（口腔粘膜や眼の黄色化）が認められること
が多い。一度神経症状が認められると急速に進行
し、症例の70パーセントは死亡する。劇症型の
発症後、対症療法により５日以上生存したウマは、
通常回復し長期の後遺症は認められない。

最近発見されたウマに肝疾患を引き起こすウイ
ルスとして、非霊長類ヘパシウイルス（NPHV ：
non-primate hepacivirus ）もある。NPHVは、こ
れまで発見されたウイルスのなかで、遺伝的に最
もヒトC型肝炎ウイルス（HCV）と相同性が高い。
実験馬を用いた感染実験では、常に生化学的およ
び組織病理学的に肝炎の指標が認められるが、疾
病の程度は軽度で、感染後間がないウマの臨床症
状は認められないか非常に軽度である。NPHVや
ウマパルボウイルスは健康なウマでも保有してい
ることがあり、ウマがこれらのウイルスの無症候
性キャリアーになり得ることを示唆する。

米国農務省動物用生物学的製剤センターは、全
ての認可されたウマ血液製剤にウマパルボウイル
スやNPHVが含まれていないことを検査する必要
があるという通知を発してきた。このように血液
製剤が原因となる肝炎を排除することによって、
ウマの健康は改善されるはずである。ウイルスの
伝播様式が解明され、必要な管理方法が行われる
まで、生物製剤以外による症例は起こり続けるで
あろう。

連絡先：
Thomas J. Divers, Joy E. Tomlinson and 
Gerlinde R. Van de Walle 
tjd1@cornell.edu
(607) 253-3100 
College of Veterinary Medicine 
Cornell University 
Ithaca, NY

東部馬脳炎やウエストナイル脳炎から愛馬を守る
重要性

北米において、最も頻繁に遭遇する馬脳炎ある
いは馬脳脊髄炎の２つの主な原因は、東部馬脳炎

（EEE）ウイルスとウエストナイルウイルスであ
る。これらは共に蚊媒介性で神経親和性である。
これらのウイルスの宿主はウマに限らず、それぞ
れヒト、他の哺乳類や鳥類へ伝播される。感染が
時に致死的であるだけでなく経済的損失の面から
も、これらの疾病は共に馬産業にとって懸念材料
である。
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東部馬脳炎はメキシコ湾沿岸部や大西洋岸沿い
の州や五大湖周辺地域のウマに対して毎年脅威と
なり、また年によってはカナダ東部まで及ぶ。ま
た、アーカンソー州、オクラホマ州、テネシー州、
ケンタッキー州やアイオワ州などの内陸において
も時々発生が記録される。EEEの活動はフロリダ
州で最も頻繁に報告されており、2018年には早
くも1月から確認されている。過去15年に亘って
ウマのEEEの年間発生数は、60例（2011年）か
ら712例（2003年）であり、平均206例である。
2017年には、13州で86例が報告されている。

温暖な地域では、EEEウイルスの伝播は季節性
であり、夏と秋に発生する。フロリダ州などの亜
熱帯地域においては、年間を通してEEEの危険性
があり、ウイルス伝播のピークは夏期である。ウ
マとヒトはEEEウイルスの終末宿主であり、とも
にウイルスの感染環で役割はない。ウマ、ラバ、
ロバの感染はしばしば致命的であり、致死率は
90パーセントに及ぶ。

ウエストナイル脳炎（WNE）もまた開業獣医
師や馬産業に関わる人々にとって大きな懸念であ
る。原因ウイルスが1999年にニューヨーク州に
初めて侵入してから4年間でウイルスは米国48州
とカナダのいくつかの州に拡がった。1999年以
降、ウマのWNE症例の年間発生数は、60例（2000
年）から15,257例（2002年）である。過去10
年間における年間平均症例数は272例であった。
2017年には、39州で307例の発生が報告された。

EEEと同様に、ウエストナイルウイルスの伝播
は季節性であり、夏に発生し秋まで認められるこ
とがある。ウマもヒトも、ウイルス血症の程度と
期間が蚊に感染するほど充分でないために、ウエ
ストナイルウイルスの増幅宿主にはならない。
EEEとは異なり、ウエストナイルウイルス感染馬
のうち臨床症状を呈するのはわずか10パーセン
トである。報告されている罹患馬の死亡率は、
30～40パーセントであり、EEEの半分以下である。

米国馬臨床獣医師協会（AAEP）は、米国獣医
師会によって定義された基準に基づき、公衆衛生
上重要で、重篤な疾病を引き起こす危険性がある
風土病を予防する「コアワクチン」として、ウマ
にEEEやWNEに対する予防接種を行うことを強く

推奨する。利用可能なEEE不活化全ウイルスワク
チン（西部馬脳炎混合ワクチン）は安全であり、
本疾患の予防に効果的であることが示されてい
る。 2種類の不活化全ウイルスワクチン、カナリ
ア痘ベクター生ワクチンおよび不活化フラビウイ
ルスキメラワクチンがWNEに対して利用できる。
これらはいずれも安全で予防に効果的であること
が確認されている。

AAEPが馬主に対してウマへのEEEならびに
WNEの予防接種を推奨しているにもかかわらず、
残念ながら多くは実施しない。ウマのEEEやWNE
症例の大多数はワクチン接種歴がないか、あるい
はワクチン接種が不完全である。これらの２つの
昆虫媒介性疾患の危険性ならびにワクチン未接種
馬に毎年発生する損失を回避する効果的な方法と
して、予防接種の重要性を馬主に注意喚起するた
めに、ソーシャルメディアなどのあらゆるコミュ
ニケーション手段を利用して努力を続ける必要が
ある。

連絡先：
Peter J. Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu 
(859) 218-1094 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY

ケンタッキー州におけるウマとその他の動物の狂
犬病：過去29年間の調査

狂犬病ウイルスへの曝露は通常、感染動物に噛
まれることにより起こる。ウイルスに曝露される
解剖学的な部位によって潜伏期間は異なり、ウイ
ルスは中枢神経系に潜伏することで免疫反応から
逃れられる。ウイルスは後根神経節で増殖し、そ
の後に脊髄を経由して脳へ移動する。この時点で、
狂犬病の臨床症状は発現し、治療の効果はほと
んどない。早期の治療がなされないと、狂犬病の
致死率は100パーセントである。狂犬病は人畜共
通伝染病であり（動物からヒトへ伝播する）、ほ
ぼ世界中に分布する。本疾病は主に予防と対策が
重要である。米国にイヌを輸入している多くの国
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は、狂犬病清浄国とされる(https://www.cdc.gov/
importation/ rabies-free-countries.html) 。

ウイルスに曝露される前にヒトや動物にワクチ
ン接種することによって、狂犬病は予防できる。
ヒトに対しては、曝露前後にヒト２倍体細胞由来
ワクチンならびにニワトリ胚細胞由来ワクチン

（後者は主に米国外で使用される）が使用され、
狂犬病免疫グロブリンは曝露後にのみワクチンと
共に用いられる。曝露前予防接種は、１カ月間隔
で３回接種を行う。ワクチン接種していないヒト
には、曝露後の治療としてワクチンの５回投与が
なされる。その他の家畜に対するワクチンは、認
可された獣医師であれば用いることができる。野
生動物に対するワクチンは、獣医師により接種さ
れる事があるが、通常はケンタッキー州魚類野生
生物局や米国農務省によって特定の地域で使用さ
れる。

1989年１月から2017年12月の間に、ケンタッ
キー州は32,387例の動物を対象に狂犬病ウイル
スの保有状況を調査した。このうち2.3パーセン
ト（733例）が陽性、93.1パーセント（30,145例）
が陰性であり、4.6パーセント（1,509例）は検査
不適であった（融解、分解、量が不十分で検査不
可能）。注意すべき点として、損傷により検体が
しばしば検査不可能な状態となるため、狂犬病が
疑われる動物に、脳に損傷を与える方法（銃撃等）
で安楽殺すべきではない。陽性であった733例の
うち、わずか7.2パーセント（53例）が飼育動物

（ペットや家畜）であり、残りの92.8パーセント
（680例）は野生動物であった。陽性飼育動物の
うちウマは25例で（表２）、過去29年間に亘って
ケンタッキー州で発生した陽性症例の１パーセン
ト未満であった。狂犬病陽性馬は、主にケンタッ

キー州中部で摘発された（図１）。ケンタッキー
州での狂犬病の陸生のレゼルボア（病原巣となる
動物）はシマスカンクであり、陽性馬がいた全て
の郡に狂犬病ウイルス陽性のスカンクが生息して
いた（図２）。

最後に、ケンタッキー州における狂犬病を徹底
的に監視するために、ケンタッキー大学獣医診断
研究所、ブレシット獣医センター、ケンタッキー
衛生局、ケンタッキー州魚類野生生物局、米国農
務省による包括的な疫学的調査が実施されてい
る。狂犬病陽性の大多数は野生動物であり、ヒト、
ペットや家畜が曝露されることは稀あるいはまず
ない。ケンタッキー州のウマ愛好家にとってより
重要なことは、狂犬病陽性のウマの数は極めて少
ないということである。

連絡先：
Jacqueline Smith, PhD 
jsmit8@uky.edu 
(859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic Lab-
oratory 
Lexington , KY

表２　野生生物、家畜（ウマ以外）およびウマに
おける狂犬病ウイルス検査結果

結果 野生動物 飼育動物
（ウマ以外） ウマ 合計

陰性 12,378 16,733 1,034 30,145

陽性 680 28 25 733

検査不適検体 823 675 11 1,509

合計 13,881 17,436 1,070 32,387

図１　1989年から2017年における狂犬病ウイル
ス陽性馬（25例）の地理的分布

図２　過去29年間における狂犬病ウイルス陽性
スカンクの地理的分布
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Table 1. Breeding location and time of feeding for insects associated 
with IBH .

Insect Breeding Area Feeding Times

Stable flies Manure and rotting 
vegetation

Daytime

Horn flies Cattle manure Daytime

Horse and deer flies Vegetation and water Daytime

Culicoides spp Standing water and 
manure

Twilight to dawn

Simulium (black) flies Running water Morning and evening

cases have been associated with the administration
of tetanus antitoxin, although commercial plasma 
products also have been incriminated. The number 
of horses that become ill following administration 
of a specific lot of incriminated blood product is 
estimated at 1 to 2 percent, although more horses 
might have sub-clinical disease. An infectious
agent, such as a virus, has long been suspected to 
cause this condition, and a new equine parvovirus 
was recently discovered in a horse with a fatal case 
of serum hepatitis. The parvovirus was present in 
the diseased horse and in the biologic product that 
it had received nine weeks earlier. Inoculation of 
experimental horses with the commercial product 
resulted in transmission of this newly discovered 
virus and in liver disease. Variation in individual 
immune responses to the virus could explain the 
low percentage of clinically affected horses. 

An identical disease, both in terms of clinical 
signs and pathologic findings, is sporadically seen 
in adult horses without recent administration of an
equine origin biologic. These “non-biologic” cases 
tend to mostly occur between June and November
and can occur in small outbreaks that span a few 
weeks. Non-biologic cases seem to occur most 
commonly on broodmare farms. The seasonal 
incidence of the non-biologic cases suggests the 
possibility of insect transmission of parvovirus in 
these “non-biologic” cases. 

Clinically affected horses with Theiler’s disease 
frequently have both neurologic signs (hepatic
encephalopathy: head pressing, stumbling, blind-
ness) and jaundice (yellow gums and eyes). Once 

The two most frequently encountered causes 
of equine encephalitis or equine encepha-

lomyelitis in North America are Eastern Equine 
Encephalomyelitis (EEE) and West Nile Encepha-
litis (WNE) viruses. Both are mosquito-borne
and neurotropic. The respective viruses are not
restricted to equids in terms of their host range; 
each can be transmitted to humans and certain 
other mammalian and avian species. Both diseases 
are a source of concern for the equine industry 
not only from the potentially life-threatening
consequences of either infection, but also from
the economic losses involved.

Insect Bite Hypersensitivity in Horses

A large percentage of horses affected with sea-
sonal pruritic dermatitis are hypersensitive 

(allergic) to the bites of insects. Culicoides spp
(gnats), black flies, stable flies, and horn flies are 
the most commonly implicated insects although 
any biting insect may contribute to insect bite-
induced hypersensitivity (IBH). IBH is character-
ized by intense pruritus (itching) that often leads 
to excoriation (abrasive skin damage), extensive 
hair loss, secondary infections, and chronically
to hyperkeratosis and lichenification (thickened
skin). Many horses develop IBH in middle age 
or later, although horses with atopy may exhibit 
clinical signs as early as 1 year of age. Clinical signs
often progress in each subsequent year.

Diagnosis is made from the signalment, history, 
clinical signs, and ruling out of other possible di-
agnoses. The distribution of lesions on an affected 
horse with IBH is dependent on the biting char-
acteristics of the insect(s) responsible. Since there 
is still much to be learned about the identification 
and feeding habits of many insects implicated 
in allergic dermatoses, it may not be possible to 
identify the exact etiological agent(s). IBH typi-
cally improves and exacerbates seasonally, whereas 
clinical expression of allergies in atopic horses may 
occur at any time of the year. Urticaria (hives), 
commonly found in atopy, is not a diagnosis but 
a cutaneous reaction pattern that may be induced 
by a wide variety of causes, both immunologic and 
non-immunologic. Rule outs for urticaria include 
drug and vaccine reactions; stinging and biting 
insects (such as wasps) and arachnids; infections; 
contact irritation; vasculitis; and cold, stress, or 
exercise-induced lesions. Other diseases that ex-
hibit pruritus are Oxyuris (pin worm) infestation, 
onchocerciasis, and mite (Chorioptes) and tick in-
festations. Diseases that occasionally are associated 
with pruritus include ringworm and pemphigus, 
an autoimmune disease. 

In all cases of pruritic dermatitis, managerial 
procedures to decrease exposure to exciting agents 
as well as symptomatic therapy to reduce pruritus 
is warranted. In IBH procedures to decrease expo-

sure to insects should be fully implemented. Farm 
sanitation to compost manure properly, eliminate 
wet areas with decomposing vegetation, and the 
use of fly predators or feed through fly inhibitors 
can greatly reduce fly populations. Heat, humidity, 
and solar radiation exacerbate pruritus, thus the 
provision of shade and wind currents by fans pro-
vide relief. Stabling to avoid the most significant 
insects (Table 1) and the use of fly sheets and face 
masks are helpful. Because some horses develop 
contact allergies to topical products, judicious and
cautious use of fly repellants is advisable. Simple 
feeds and whole grains are better than mixed, 
multiple-grain sweet feeds. Cool-water rinses
and shampoos can rehydrate and sooth dry skin 
as well as reduce the amount of allergens on the 
skin. Colloidal oatmeal, pramoxine, and 1 percent 
hydrocortisone shampoos or leave-on hydrocorti-
sone rinses may reduce pruritus and minimize or 
reduce the amount of systemic antipruritic medica-
tion needed. Systemic medications (steroids and 
antihistamines) may help interrupt the itch-scratch 
cycle, however long term use, particularly of ste-
roids, should be avoided. A complete and detailed 
investigation into the etiology of the disease should
occur simultaneously with general symptomatic 
care. Intradermal skin testing to determine anti-
gens for allergen specific immunotherapy may be 
helpful, particularly in young animals with atopy.  
Clients should understand that hypersensitivities 
and atopy are lifelong. Affected horses will need 
continuous management and/or therapy. Often a 
patient may be symptom-free with low exposure to 
inciting antigens and symptomatic as the antigen 
load increases. Antigen exposure is additive, thus 
comprehensive management is needed to best
control clinical disease.

CONTACT: 
Susan L . White, DVM, MS, DACVIM 
slwhite@uga .edu
(706) 296-8607
Department of Large Animal Medicine
College of Veterinary Medicine 
University of Georgia  
Athens, GA

Theiler’s Disease

Theiler’s disease, or equine serum hepatitis, is 
an infrequent but sometimes life-threatening 

liver disease of adult horses. Sir Arnold Theiler 
first described the disease in the early 1900s as 
a form of highly fatal acute liver failure that oc-
curred 4-12 weeks after administration of equine 

antiserum, which was used as part of a vaccination
strategy for African Horse Sickness. Since then, 
many additional cases of serum hepatitis have 
been reported, and a variety of blood products 
of equine origin have been associated with the 
disease. In North America, the majority of recent 

the neurologic signs are noted, there is a rapid
progression to death in approximately 70 per-
cent of the cases. Horses that receive supportive 
therapy and survive for five days after the onset of 
fulminant disease generally recover and have no 
long-term effects. 

Another recently discovered virus that causes 
liver disease in horses is non-primate hepacivirus 
(NPHV). NPHV is genetically the closest homolog 
of human hepatitis C virus (HCV) discovered to 
date. Experimental horse infections consistently re-
sult in biochemical and histopathologic evidence of 
hepatitis, but the disease is mild and clinical signs 
are either absent or very mild in recently infected 
horses. NPHV and equine parvovirus are present 
in some healthy horses, indicating that horses can 
become healthy carriers of these viruses.  

The USDA Center for Veterinary Biologics
has issued a notice that all licensed equine blood 
products have to test free of equine parvovirus 
and NPHV. This should improve horse health by 
eliminating most of the blood product-associated 
cases of hepatitis. Non-biologic associated cases 
will likely continue to occur until natural means 
of virus transmission are determined and necessary 
control methods implemented.  

CONTACT:  
Thomas J . Divers, Joy E . Tomlinson and 
Gerlinde R . Van de Walle
tjd1@cornell .edu
(607) 253-3100 
College of Veterinary Medicine
Cornell University
Ithaca, NY

Importance of Protecting your Horse against Eastern Equine 
Encephalomyelitis and West Nile Encephalitis

Eastern equine encephalomyelitis poses an
annual threat to equids in the Gulf and Atlantic 
coastal states and the Great Lakes region, extending
in certain years as far north as eastern Canada. It 
is occasionally recorded in some inland states such 
as Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Kentucky, 
and Iowa. Evidence of EEE activity is most often 
reported in Florida, in which it has been confirmed
as early as January, as recorded in 2018. Over the 
past 15 years, the yearly incidence of EEE cases in 
equids has ranged from 60 (2011) to 712 (2003), 
with an annual average of 206 cases. In 2017, 86 
cases of the disease were reported in 13 states.

Table 2. Rabies virus test results broken down by wildlife, domestic 
species (excluding horses), and horses .

Results Wildlife

Domestic 
Species 

(excluding 
horses) Horses TOTAL

Negative 12,378 16,733 1,034 30,145

Positive 680 28 25 733

Unsatisfactory 
specimen

823 675 11 1,509

TOTAL 13,881 17,436 1,070 32,387

0 2 4 6

0 2 4 6

Figure 2. Geographic location 
of skunks in Kentucky testing 
positive for rabies virus in the last 
29 years .

Figure 1. Geographic location 
of the 25 horses testing positive 
for rabies virus in Kentucky from 
1989 to 2017 .

Insect Bite Hypersensitivity in Horses (left):

Rabies in the Horse and Beyond in Kentucky (page 5):
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the diseased horse and in the biologic product that 
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a cutaneous reaction pattern that may be induced 
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sanitation to compost manure properly, eliminate 
wet areas with decomposing vegetation, and the 
use of fly predators or feed through fly inhibitors 
can greatly reduce fly populations. Heat, humidity, 
and solar radiation exacerbate pruritus, thus the 
provision of shade and wind currents by fans pro-
vide relief. Stabling to avoid the most significant 
insects (Table 1) and the use of fly sheets and face 
masks are helpful. Because some horses develop 
contact allergies to topical products, judicious and
cautious use of fly repellants is advisable. Simple 
feeds and whole grains are better than mixed, 
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sone rinses may reduce pruritus and minimize or 
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antihistamines) may help interrupt the itch-scratch 
cycle, however long term use, particularly of ste-
roids, should be avoided. A complete and detailed 
investigation into the etiology of the disease should
occur simultaneously with general symptomatic 
care. Intradermal skin testing to determine anti-
gens for allergen specific immunotherapy may be 
helpful, particularly in young animals with atopy.  
Clients should understand that hypersensitivities 
and atopy are lifelong. Affected horses will need 
continuous management and/or therapy. Often a 
patient may be symptom-free with low exposure to 
inciting antigens and symptomatic as the antigen 
load increases. Antigen exposure is additive, thus 
comprehensive management is needed to best
control clinical disease.
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Encephalomyelitis and West Nile Encephalitis

Eastern equine encephalomyelitis poses an
annual threat to equids in the Gulf and Atlantic 
coastal states and the Great Lakes region, extending
in certain years as far north as eastern Canada. It 
is occasionally recorded in some inland states such 
as Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Kentucky, 
and Iowa. Evidence of EEE activity is most often 
reported in Florida, in which it has been confirmed
as early as January, as recorded in 2018. Over the 
past 15 years, the yearly incidence of EEE cases in 
equids has ranged from 60 (2011) to 712 (2003), 
with an annual average of 206 cases. In 2017, 86 
cases of the disease were reported in 13 states.

Table 2. Rabies virus test results broken down by wildlife, domestic 
species (excluding horses), and horses .

Results Wildlife

Domestic 
Species 

(excluding 
horses) Horses TOTAL

Negative 12,378 16,733 1,034 30,145

Positive 680 28 25 733

Unsatisfactory 
specimen

823 675 11 1,509

TOTAL 13,881 17,436 1,070 32,387

0 2 4 6

0 2 4 6

Figure 2. Geographic location 
of skunks in Kentucky testing 
positive for rabies virus in the last 
29 years .

Figure 1. Geographic location 
of the 25 horses testing positive 
for rabies virus in Kentucky from 
1989 to 2017 .

Insect Bite Hypersensitivity in Horses (left):

Rabies in the Horse and Beyond in Kentucky (page 5):
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【緒言】
急性蹄葉炎は世界中で見られる一般的なウマの

疾患であり（有病率７-14％）、激しい疼痛をも
たらすため馬の福祉に関わる問題と捉えられてい
る。しかし、蹄葉炎による疼痛および治療効果に
ついて評価するためのゴールドスタンダードは存
在しない。ウマの跛行を評価するため開発された
単純な評価法であるobel grading system（OGS）
は、蹄葉炎の重症度を評価する手法として最も普
及している。この手法では、ウマの常歩および速
歩を観察し、５段階（０～４）で疼痛評価を行う
が、これには痛みを有するウマにさらなる疼痛を
もたらす可能性があるほか、診断結果が観察者の
経験に左右されるため信頼性が高くないという問
題点がある。

そのため、蹄葉炎罹患馬の安静時の疼痛を評価
するための信頼性の高い効果的な方法が求められ
ている。近年、馬を含む哺乳類において表情を
用いた疼痛評価の研究が行なわれている。Horse 
Grimace Scale (HGS)は表情に基づく疼痛評価法で
あり、OGSの問題点を克服できる可能性があると

考えられている。HGSでは、評価者はウマに接触
することなく、またウマに移動を強いることなく
評価を行うことが出来る。HGSでは６つのFacial 
Action Units（FAUs）、すなわち耳介の後傾、閉眼、
眼上部の緊張、咬筋の顕著な緊張、 口唇の緊張と
非常に目立つ顎、および鼻孔の拡張について、３
段階（0－：ない、１：時折ある、２：明らかに
ある）で評価し、その合計を疼痛スコアとする。
HGSは去勢術後の疼痛評価において有効であるこ
とが報告されている。しかし、それ以外の疼痛評
価においても適用可能であるかについては、さら
なる調査研究が必要である。

本研究の目的は、HGSが急性蹄葉炎罹患馬の安
静時における疼痛評価に応用可能か否か、また動
画を用いたHGSスコアが、静止画像を用いた場合
と同様の結果となるかについて調査することであ
る。

【材料および方法】
治療を受けていない蹄葉炎罹患馬10頭（種、

年齢および性別は様々）を、高解像カメラ２台を

文 献 紹 介

馬の急性蹄葉炎における
The Horse Grimace Scale (HGS)を用いた疼痛評価

Using the Horse Grimace Scale (HGS) to Assess Pain Associated with Acute Laminitis in 
Horse (Equus caballus)

Emanuela Dalla Costa, Diana Stucke, Francesca Dai, Michela Minero, Matthew C. Leach, 
and Dirk Lebeit

Animals (Basel) 2016, 6(8). pii: E47

美浦トレーニング・センター　競走馬診療所　岸　大貴
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設置した馬房に７日間入院させた。厳格な運動制
限の下、フェニルブタゾンの経口投与（１および
２日目：4.5 ㎎ /㎏ /12 h 、３日目以降：2.5 ㎎ /
㎏ /12 h）、ヘパリンの皮下注射（１から５日目：
50 IU/㎏ /12 h）、蹄叉を保護する蹄包帯および
氷水による冷却（１から３日目：2 hごと）など
の治療を行った。カメラは馬房の両サイドの天井
に向かい合うよう設置し、馬の表情および動きを
撮影した。
画像の収集

入院１日目および７日目に、２台同時に20分
間の動画撮影を行った。さらにこの動画において、
被験馬がカメラに顔を向けたタイミングをすべて
静止画像に記録した。
OGSによる疼痛評価

熟練した獣医師１名により、１日目および７日
目において、常歩および速歩（20 m）の歩様に
基づく疼痛を評価した（５段階、０＝正常、４＝
負重困難）。
HGSによる疼痛評価

１日目および７日目において、治療に携わって
おらず疼痛評価の経験のない助手が、撮影時期を
知らない状態で静止画像をランダムに選択した

（１日目および７日目とも２枚づつ。１頭あたり
４枚＝計40枚）。これらの画像を用い、HGSの訓
練を受けた ４人の獣医師が、撮影時期を知らな
い状態で疼痛評価を実施し、各FAUs の疼痛スコ
アの平均を各馬のHGSスコアとした。また、１日
目および７日目の動画からそれぞれ15秒間の動
画を抜粋し、頭部だけが見えるように加工して、
静止画像の評価者とは別の獣医師２名によりHGS
スコアリングを行った。
統計解析

得られたHGSの疼痛スコアより、診断者間信頼
性（ICC）を算出しHGSの信頼性について検証を
行った。さらにOGSおよびHGSの結果に対しスピ
アマンの順位相関係数による評価を実施した。
ICCの検証については、AltmanおよびLandis 、
Kochの基準をもとに、非常に高い信頼性がある

（ICC=0.81-1.0）、高い信頼性がある（0.61-0.80）、
中程度の信頼性がある（ICC=0.41-0.60）、あま
り信頼性がない（0.21-0.40）および信頼性がな

い（0.20）と判断した。

【結果】
OGSグレード

１日目におけるグレードの平均は2.6±1.0（平
均±標準偏差）、７日目は1.4±0.8となり、７日
間の治療により疼痛スコアは有意に低下した。
HGSスコア（静止画像による評価）

１日目における疼痛スコアの平均は5.8±2.0
（平均±標準偏差）、７日目は3.5±2.3となり、７
日間の治療により疼痛スコアは有意に低下した。
また、ICC＝0.85となり、静止画像を用いたHGS
による疼痛評価は極めて高い診断者間信頼性があ
ることが示された。
HGSスコア（動画による評価）

１日目における疼痛スコア（平均±標準偏差）
は5.0±2.6、７日目は3.4±3.7となり、加療によ
る疼痛スコアの有意な低下は認められなかった。
また、ICC＝0.74となり、動画を用いたHGSによ
る疼痛評価は高い診断者間信頼性があることが示
された。
スピアマンの順位相関係数による評価

OGSおよびHGS（静止画像による評価）による
疼痛スコア間には明確な相関関係があることが示
された。また、静止画像および動画を用いたHGS
による疼痛スコアに有意差は認められず、両者に
は相関関係があることが示された。

【考察】
本研究結果より、HGSを用いた疼痛評価は、急

性蹄葉炎罹患馬における安静時の疼痛に対して有
効であると考えられた。加療の有無を知らされ
ていない獣医師は、加療前の馬に高いHGSスコア
を付けており、これらの馬ではOGSによる疼痛グ
レードも高かった。HGSによる疼痛評価において、
静止画像および動画のいずれでも高い診断者間信
頼性が示されたことから、短期間の訓練でHGSに
よる疼痛評価を行うことが可能であることが示唆
された。これは、人間は疼痛の程度を判断する際
に、頭部および表情に注目する傾向が強いためだ
と考えられる。

これまでに報告された表情に基づく疼痛評価に
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関する研究では、動画から抽出した静止画像が用
いられている。しかし、この手法ではリアルタイ
ムの表情の変化が正確に反映されない可能性があ
り、常に少し遅れた状態を評価することになる。
本研究ではHGSによる疼痛評価の臨床応用の可能
性を探るため、他の動物種の報告に基づいて短い
動画を撮影した。結果、静止画像と動画でHGSス
コアに有意な差は認められなかった。一方で、動
画を用いたHGSスコアは評価者間のばらつきが大
きく、加療の前後で有意差が認められなかったた
め、動画による疼痛評価はより難易度が高いと推

測される。それぞれの表情の変化を基に評価を行
うには15秒の動画では短かすぎるため、１分程
度の長さの動画が必要である。また事前にそれぞ
れのFAUsのスコア別の参照動画を用いたトレー
ニングを行うことが求められる。

HGSによる疼痛評価を臨床応用するためには、
疼痛スコアに対する診断者の影響についてさらに
調査する必要がある。また、HGSは安静時の評価
が可能であり、被験者に疼痛を与えず、繰り返し
実施できるため、急性蹄葉炎罹患馬の福祉を改善
することができる。
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競走馬におけるBP製剤使用の安全性

Science-in-brief: Bisphosphonate use in the racehorse: Safe or unsafe?

J. McLellan

Equine Veterinary Journal 2017, 49(4): 404-407

美浦トレーニング・センター　競走馬診療所　原田大地

ビスフォスフォネート（BP）製剤は骨リモデ
リング反応に対して影響を与えることが知られて
おり、欧米では馬のナビキュラー病の治療薬とし
て承認されている。一方で、獣医領域、特にウマ
においてBP製剤が根拠の乏しいままに適応外に
使用されている現実がある。BP製剤は破骨細胞
を抑制することにより骨吸収を抑制するが、骨吸
収が行われないことが骨の強度の増加を意味する
という考えは、骨の生理学と薬理作用の過度な単
純化である。競走馬にBP製剤を使用するにあた
り、馬に使用する根拠、適応外使用を行う根拠、
長期的リスクの有無、若馬への安全性について正
しい知識を持つ必要がある。

馬に対しては、背部痛、飛節の骨関節症、ナビ
キュラー病への治療としての投与が最も多く、概
ね良好な結果をもたらすことが報告されている。
また、キャスト固定下で骨吸収が促進されている
状態に対するチルドロネートの保護作用が報告さ
れている。一方で、効果判定が主に臨床症状によっ
て行われている、高齢馬が使用されている、チル
ドロネートの抗炎症および鎮痛作用が考慮されて
いないなどの点から、結果をそのまま競走馬に当
てはめることは不適当と言える。競走馬における
研究が十分に行われるまでは、投与の際に細心の
注意が不可欠である。

疲労骨折は、過剰なリモデリングによって生じ

るため、その初期段階としての骨吸収が行われな
ければ骨の強度が低下せず疲労骨折を予防できる
という考えから、BP製剤が用いられている。ヒ
トにおいて、疲労骨折が生じる前に骨吸収を示す
生体マーカーの上昇が報告されており、骨吸収を
停止させることは望ましいと言える。一方、他の
動物では、イヌにおける骨強度の低下や、ラット
における骨折治癒の遅延が報告されている。評価
が十分でない馬においても、BPが意図しない結
果をもたらすことも考えられる。

罅裂骨折は骨に強い力が加わり過伸展を繰り返
すことで生じ、ひびの入った部位での骨吸収が起
こった後、骨芽細胞により未熟な骨細胞が作られ
骨折線を埋めることで治癒する。骨芽細胞は、破
骨細胞の後に機能するため、BP製剤投与により、
破骨細胞による治癒過程が開始できなければ、骨
折の治癒は行われにくくなる。また、BP製剤は、
骨の恒常性維持に重要な骨細胞のアポトーシスも
抑制するため、骨折部で破骨細胞が産生されず治
癒が遅延する。さらに、破骨細胞の抑制により、
骨の硬度は増すが耐久性は低下するため、結果と
して罅裂骨折は生じやすくなると想定される。

骨軟骨症も疲労骨折と同様に、調教負荷に対す
る骨の不耐性の結果である。BP製剤を使用する
とさらなる軟骨下骨の硬度増加を招くこと、また、
チルドロネートの血管新生阻害作用により、血液
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供給が減少すると状態は悪化すると考えられるた
め、BP製剤は骨軟骨症に対しては禁忌と言える。

繋靱帯炎に対するチルドロネートの投与で有効
性を示すエビデンスは存在しない。むしろ、患部
の状態が変わらないまま疼痛のみ消失するため将
来的な悪化を招きかねない。種子骨炎に対しても
同様である。

飛節の骨関節症に関しては、ヒトにおいて、関
節内投与による疼痛緩和効果が報告されており、
軟骨下骨の固定または軟骨細胞のアポトーシスか
らの保護、関節内での炎症性サイトカインの産生
減少がメカニズムとして考えられている。馬にお
いても一般的に、BP製剤による骨関節症の症状
改善は認められているが、投与量により軟骨細胞
の反応が異なり、低用量ではアポトーシスおよび
硫酸グリコサミノグリカンを減少させ、一方で高
容量では硫酸グリコサミノグリカンおよびMMP
の濃度を増加させる。関節内投与では濃度管理が
難しく、軟骨がダメージを受けるリスクや関節炎
のリスクは考慮しなければならない。全身投与や
局所灌流静脈投与は軟骨細胞への安全性は高い
が、局所灌流の場合、高容量となると毒性を示す
ため注意が必要である。

軟骨下骨嚢胞では、PGE2、NOX 、MMPなどが
分泌されることで疼痛が生じ、また、破骨細胞が
動員され嚢胞が拡大する。骨吸収抑制、抗炎症お
よびMMP抑制作用を持つBP製剤を軟骨下骨嚢胞
に対して投与することは理論的に有効であり、薬
本来の軟骨細胞に対する副作用を考慮した上で、
使用することが重要である。

BP製剤の投与後、骨吸収の抑制により疼痛は
速やかに緩和されるが、その他にも炎症性サイト
カインの放出減少による破骨細胞非依存性の鎮痛
メカニズムや神経細胞への直接的な作用による鎮
痛効果も報告されている。鎮痛効果があるがゆえ
に、疲労骨折やその他運動器疾患の治療のために
行う競走馬への投与は、結果として治癒を遅らせ
る可能性があることを忘れてはならない。

また、BP製剤は、血清または尿中の半減期が
極めて短く、また分析のための骨からの検出は現
実的ではないため、馬の体内でBP製剤が薬効を
持っているかは、投与歴に頼るしかない。骨中に
は非常に長い期間残存することが知られており、
骨のターンオーバーが行われるまで基質に残り続
ける。チルドロネートが馬において6か月間残存
していたという報告がある。

BP製剤の馬に対する使用は、アメリカでは4歳
以上とされており、4歳未満への使用に対しては
注意喚起されている。ヨーロッパでも36か月齢
に満たない競走馬に対する使用は禁止されてい
る。これらの規制は、過去にヒトの小児において
骨形成不全が発生した記録に基づいている。調教
を行っている若馬は、調教を行っていない馬に比
べて骨リモデリングのバイオマーカーが高いこと
が知られており、健康な骨を維持するためには、
骨リモデリングが活発に行われる必要がある。チ
ルドロネートの投与により骨のターンオーバーが
抑制されることは、若馬の骨形成において、負の
影響を与える可能性が高い。

ウマにおけるBP製剤の使用は、特定の骨疾患
に対する治療としては有効かつ安全であることが
示されている。しかし、調教中の競走馬に対する
研究はこれまでに行われていないため、調教中の
競走馬、若馬に対しての適応外の使用は行うべき
ではない。他の動物種での過去の研究から、競走
馬の様々な骨の状態においてBP製剤が禁忌であ
る可能性は高く、有効性および長期的な安全性の
エビデンスが不十分な状況での使用は避けなけれ
ばならない。競走馬は、調教中に骨に対してきわ
めて大きな力が加わっており、骨形成および骨リ
モデリングは必要不可欠である。経験上の根拠の
みに基づいた薬の使用で、正常な骨の生理を管理
しようとすることは、利益よりむしろ害をもたら
してしまうため、競走馬における十分な研究が行
われ、有効性および安全性が示されるまでは、使
用する際に細心の注意が必要である。
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分娩前の牝馬に対する片目への青色光による
人工長日処置：妊娠期間、出生時体重、出生時被毛に

おける観察

Artifi cially extended photoperiod administered to pre-partum mares via blue light to a 
single eye: Observations on gestation length, foal birth weight and foal hair coat at birth

Margaret B. Nolan, Caroline M. Walsh, Noelle Duff , Conor McCrarren,
Ralph L. Prendergast, Barbara A. Murphy

Theriogenology 2017, 100: 126-133

日高育成牧場　生産育成研究室　村瀬晴崇

～紹介理由～

近年、国内の馬産地では子馬の健やかな発育を期待して冬季も夜間放牧を行う牧場がある。一方、
繁殖牝馬はその後に控える繁殖シーズンをスムーズに迎えるため、馬房で長日処置（いわゆるライト
コントロール）を行うため、夜間放牧されることはなかった。Equilumeは馬用マスク（メンコ）の目
元にLED青色光が点灯するよう設計され、設定した時間に点灯することで、昼夜放牧しながらライト
コントロールを行うことができる。

ライトコントロールの第一義は発情の早期化であり、これに対してEquilumeは有効であることがす
でに報告されている（EVJ. 2014: 46(5): 601-605）。本報告はEquilumeを妊娠馬に装着し、妊娠期間
や胎子に及ぼす影響を評価した。屋外飼育をしながら長日処置できたことに加えて、妊娠期間の短縮、
子馬の発育促進まで述べており、畜産学的視点からも大変興味深い報告である。個人的には、胎子発
育を促すという解釈には疑問があるものの（実験1と2で逆の結果が出ている）、妊娠馬を馬房でライ
トコントロールする効果について再考する上でも一読する価値はあると思われる。

Abstract
ウマは日長時間が発情周期の開始、冬毛の換

毛、分娩時期に影響する。本研究では２国におけ
る３シーズンにおいて、人工長日処置が妊娠期
間、子馬出生時体重および被毛に及ぼす効果を検
証した。実験１では、サラブレッド妊娠馬に長日
処置を124.8日行ったところ、対照群より妊娠期

間が短縮した（339.7±9.56 day vs 350.6±9.13 
day）。実験２は104.6日の長日処置が早い時期に
生まれた子馬の出生時体重を増加させることを確
かめた（47.13±2.93 ㎏ vs 43.51±6.14 ㎏）。実
験３では87.53日の長日処置を行ったところ、子
馬の被毛の重量および長さに有意差が認められ
た（0.34±0.2 ug vs 0.59±0.12 ug 、1.93±0.56 
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cm vs 2.56±0.32 cm）。本結果は日長時間の年周
期性が分娩前の牝馬における胎子発育に影響しう
る要因であるという従来の考えを支持する。また
経済的な理由から繁殖シーズン早期に出産するこ
とに対して、妊娠後期の人工的な処置がこの重要
な因子を刺激することによって繁殖効率を改善し
うることを強調する。

はじめに
ウマの自然な生理的繁殖シーズンは北半球では

４～９月であり、それは日長、気温、採食量の増
加によって刺激される。春における主要因は日長
時間の増加であり、それは松果体からのメラトニ
ン分泌が減少することによって視床下部―下垂体
―卵巣軸の季節的活性を活性化する。サラブレッ
ドを用いた研究から、低周波青色LED光（468nm）
を片目に当てることで牝馬の排卵周期を促進する
ことが確かめられている。また、繁殖シーズン
が進み日長時間が延長することで妊娠期間が延長
する。人工長日処置に関する研究でも有意な妊娠
期間の短縮と出生時体重の増加傾向が示されてい
る。出生時体重は１歳時の体重と相関し、それは
生涯獲得賞金や競走能力に潜在的に影響しうるた
め、生産者にとっては重要な要素である。本研究
ではアイルランドとケンタッキーにおける３シー
ズンにおいて妊娠後期への青色光による長日処置
が妊娠期間、出生時体重、被毛に及ぼす影響を評
価した。

材料と方法
実験１：アイルランドの一牧場において妊娠期
間が延長した履歴（平均350日）のあるサラブ
レッド15頭を用いた。自然日長時間は実験開始
時８h１m 、終了時16h30mであり、気温は2.5
～16.4℃であった。供試馬は日中放牧、夜間は
馬房にて飼育し、１群（６頭）は12月１日より
Equilumeを装着し、50ルクスの青色光（468nm）
を右目に与えた。光は16:30から23:00まで点
灯させ、日長14h30mから徐々に延長させ最長
16h15mとした。２群（９頭）は自然光環境下で
その他は１群と同様に飼育した。
実験２：ケンタッキーの一牧場において、軽種

妊娠馬29頭を用いた。日長時間は試験開始時
9h44m 、終了時12h53mであり、気温は-７～
26℃であった。すべての牝馬は３月23日から４
月28日の間に２頭の種馬の混合精液を人工授精
した。産駒は翌年２月18日から４月６日の間に、
29頭中25頭が３月に生まれた。年齢、産歴、
BCS 、体重が均等になるよう２群に分けた。１群

（15頭）はEquilumeを装着し、23時まで点灯させ
た。２群（14頭）は自然光環境下とし、両群と
も24時間屋外で飼育した。

実験３：アイルランドの一牧場におけるサラブ
レッド妊娠馬46頭を用いた。日長時間は試験開
始時8h17m 、終了時14h38mであり、気温は-４
～17℃であった。馬は24時間屋外飼育された。
１群（19頭）はEquilumeを11月24日に装着し、
日長14.5時間から徐々に延長させ最長16時間と
した。２群（27頭）は年齢と予定出生日をそろえ、
自然光環境下で飼育した。子馬の被毛は出生後
48時間以内に肩領域から毛包を含むように抜き、
３本の長さ、10本の重量を測定した。

結果
実験１：

処置群 対照群

妊娠期間　（日） 339.7±9.56 350.6±9.13 P<0.05

出生時体重　（㎏） 49.3±3.9 54.9±5.93 P>0.05

実験２：
処置群 対照群

妊娠期間　（日） 345.67±8.82 349.5±10.77 P>0.05

出生時体重　（㎏） 47.13±2.93 43.51±6.14 P<0.05

実験３：
処置群 対照群

被毛重量　（ug） 0.34±0.20 0.59±0.12 P<0.0001

被毛長　（㎝ ） 1.93±0.56 2.56±0.32 P<0.0001

考察
【妊娠期間への影響】今回の結果は、日長時間

の延長が妊娠期間に影響を与えるという既出の結
果を支持するとともに、Equilumeが有効であるこ
とを示唆した。この技術はサラブレッド生産牧場
で繁殖シーズン初期にしばしば認められる長期在
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胎の予防に有用かもしれない。推察される機序は、
ホルモン環境を変化させ、胎子発育を刺激する日
長時間の促進によってソマトトロピン軸が早期に
活性化したためである。

【出生時体重への影響】これまでの民間生産牧
場における報告は、用いられている種馬の多様性
によって有益な情報とはなり得なかった。実験２
では人工授精で２頭の種馬に絞ったことにより、
種馬の影響をコントロールした。また、授精日を
調節することで同一月に分娩させ、処置自体の効
果を比較できた。実験１で有意差が示されなかっ
たのは多くの種馬が用いられたからである。

日長時間の延長は、メラトニンが胎子胎盤ユ
ニットを通過し、胎子のメラトニン受容体に結合
することによって、もしくは間接的に牝馬の内
分泌状態の変化を介して分娩時期に関与するよう
だ。正確な機序は未だに不明だが、日長時間が妊
娠後期の胎子発育を制御するシグナルとなりうる
ことを示唆する。

【被毛への影響】本報告で、我々は人工長日処

置が出生子の被毛に及ぼす影響を初めて明らかに
した。胎子は母馬のおなかの中で温度や内分泌状
態といった内部環境のリズムを受けていると考え
られる。メラトニンは母由来のホルモンで胎盤を
通過することが知られている。日長時間が延長す
る時期のメラトニン産生の減少はプロラクチン濃
度の上昇を促す。本研究における結果は、長日処
置され、メラトニン濃度が低下することによって
プロラクチン濃度の上昇に寄与したと考察する。
我々は母体プロラクチンの増加に暴露されること
が子宮内の胎子被毛に影響する可能性を提案する。

結論
本報告では、胎子発育と外的環境への特定の生

理学的適応が母馬の認識する明暗周期によって準
備されることを示唆する。牝馬への長日処置が新
生子出生時体重を増加させ、胎子被毛に作用し、
妊娠期間を短縮させるメカニズムをよく理解する
ためには、母馬の子宮胎盤コミュニケーションに
関するさらなる調査が必要である。
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［背景と目的］
馬インフルエンザは、A型インフルエンザウイ

ルスである馬インフルエンザウイルスの感染に
よって引き起こされる、伝染力が非常に強い馬の
重要な呼吸器疾患である。特にH3N8亜型のウイ
ルスが世界中の馬インフルエンザの原因となって
いる。馬インフルエンザの拡散を防ぐためには、
迅速な診断が必要不可欠である。ヒトのインフル
エンザ診断では多くの迅速抗原検出キットが利用
されているが、各キットの馬インフルエンザの診
断能力に関して、体系的な評価はなされていな
かった。

そこでヒトおよびトリのインフルエンザの診断
に用いられている計22種の迅速抗原検出キット
について、H3N8亜型馬インフルエンザウイルス
を用いて、各キットの性能の比較および評価を
行った。

［材料と方法］
本研究ではH3N8亜型馬インフルエンザウイル

スとして、A/equine/Kildare/2/2010株を用いた。

22種の迅速抗原検出キットはヒトインフルエ
ンザ診断用が21種、トリインフルエンザ診断用
が１種である。

また Reverse transcription-polymerase chain 
reaction (RT-PCR) 、Real-time reverse transcrip-
tion-polymerase chain reaction (rRT-PCR) 、
Reverse transcription-loop-mediated isothermal 
amplifi cation (RT-LAMP) をキットとの比較対象
の遺伝子診断法として用いた。

22種のキットについて、馬インフルエンザウ
イルスの５倍階段希釈列を用いて、各キットのウ
イルス検出限界の測定を行った。　

そして検出限界値の最も低かったキット、すな
わち検出感度の良かったキットについては、実験
感染馬の感染後０～11日目の鼻咽頭スワブを用
いて、ウイルス抗原検出能力の評価を行った。

さらに、アイルランドでの流行時に採取された
自然感染馬のrRT-PCR陽性の鼻咽頭スワブ30検
体と、日本で採取された陰性の鼻咽頭スワブ30
検体を用いて、実際のウイルス抗原検出能力の評
価を行った。

文 献 紹 介

H3N8亜型馬インフルエンザウイルスの診断における
22種の迅速抗原検出キットの評価

Evaluation of twenty-two rapid antigen detection tests in the diagnosis of Equine Infl uenza 
caused by viruses of H3N8 subtype

Takashi Yamanaka, Manabu Nemoto, Hiroshi Bannai, Koji Tsujimura, Takashi Kondo, 
Tomio Matsumura, Sarah Gildea, Ann Cullinane

Infl uenza and Other Respiratory Viruses 2016, 10(2): 127-133

日本軽種馬協会　加藤秀章
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［結果］
22種の迅速抗原検出キットの検出限界値は大

きく異なった。検出感度の最も良かった４種の
キット（イムノエースFlu 、BD Fluエグザマン、
クイックチェイサー Flu A,B 、エスプラインイン
フルエンザA&B-N）でさえ、遺伝子診断法と比
較して125倍検出限界値は高かった。

実験感染馬を用いた実験では、感染馬からウイ
ルスを検出できた期間は遺伝子診断法よりも迅速
抗原検出キットの方が短かった。

臨床検体を用いた評価では、rRT-PCR法と比較
してキットの感度はそれぞれ27％（エスプライ
ンインフルエンザA&B-N）、67％（イムノエース
Flu 、クイックチェイサー Flu A,B）、73％（BD 
Fluエグザマン）であった。

［考察］
本研究では、22種の迅速抗原検出キットの内3

種のキット（イムノエースFlu、BD Fluエグザマン、
クイックチェイサー Flu）が馬インフルエンザ診
断に有用であることが明らかとなった。

しかしながら、感度が最も高い迅速抗原検出
キットでさえ偽陰性の可能性があり、迅速抗原検
出キットは遺伝子診断法と比較して、検出能力が
劣っている。馬インフルエンザの診断には遺伝子
診断法の方が適していると考えられるが、迅速抗
原検出キットは、その簡便さと迅速性から、群単
位での馬インフルエンザのスクリーニング検査に
適している。適切なキットを選択し、疑わしい症
例における陰性検体に対しては、遺伝子検査等の
確認試験を行うことで、遺伝子診断法の補助的な
役割を担うことができると考えられる。
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目的
〇ウマでもウォータートレッドミル運動中に関節
の動きが大きくなることを確かめる。

（ヒトとイヌでは水中で関節の動きが大きくなる
ことが確かめられているが、ウマでは確かめられ
ていない。）
〇ウォータートレッドミルの水位の違いによっ
て、健康なウマの下肢部の関節の動きがどのよう
に変わるか調べる。

材料と方法
〇馬

９頭（クォーターホース８頭、サラブレッド１
頭）、すべての馬について事前に身体検査と歩様
検査を行い、異常がないことを確認した。
〇ウォータートレッドミルへの馴致

馬はウォータートレッドミル運動を４～６回経
験すると常に一定した歩様を呈することが確かめ
られているため、１回30分のウォータートレッ
ドミル運動を事前に６回行った。
〇スキン・マーカー

関節の角度を測定するため、腕節、飛節、球節
の中心およびその上下の特定の位置に酸化亜鉛で
直径２㎝の印をつけた。
〇水位

以下の４種の水位について検討した：　１）水
位＜１㎝、２）球節レベルの水位、３）飛節レベ
ルの水位、４）膝レベルの水位
〇ウォータートレッドミルの速度

0.9m/sの常歩のみ
〇運動内容

各水位で５分間運動させた後、連続した10ス
トライドを記録した。運動は水位＜１㎝から始め、
球節レベル、飛節レベル、膝レベルの順に水位を
上げた。疲労による動きの変化を防ぐため、１日
の運動は30分以内とし、前肢と後肢は別日に記
録した。
〇関節の動きの定量

各水位５ストライドの2D画像（60コマ/s）で
腕節、飛節、球節の伸展度および屈曲度を計測し、
最大伸展度から最大屈曲度を引いたものを関節の
動域とした。

文 献 紹 介

ウォータートレッドミルの水位の違いによって、
健康馬の常歩における下肢部の関節の動きが

どのように変わるか？

Eff ect of water depth on amount of fl exion and extension of joints of the distal aspects of 
the limbs in healthy horses walking on an underwater treadmill.

Jose L. Mendez-Angulo, DVM;  Anna M. Firshman, BVSc, PhD
Donna M.Groschen, BS;  Philip J.Kieff er, DVM;  Troy N.Trumble, DVM, PhD

 Am. J. Vet. Res. 2013, 74: 557-566

日本装削蹄協会　装蹄教育センター　染谷朱音
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結果・考察
〇ウォータートレッドミル運動では、水位＜１㎝
のときよりも他の水位のほうが関節の動域が大き
かった。
〇水位が上がるほど関節の動域が大きくなる訳で
はなかった。これは、低水位では馬が下肢部を水
面より上に引き上げようとするため、関節の動域
が大きくなるからだと考えられる。各関節の動域
が最大になった水位は、腕節：飛節レベルの水位、
飛節：膝レベルの水位、前肢の球節：球節レベル
の水位、後肢の球節：球節レベルの水位と飛節レ
ベルの水位だった。
〇球節は、屈曲度が最大となった水位と伸展度（球
節の沈下度）が最大となった水位が異なった。飛
節レベルの水位では屈曲度が最大となったが、伸
展度は水位＜１㎝よりもむしろ小さくなった。一
方、球節レベルの水位では伸展度が最大となった
が、屈曲度は飛節レベルの水位よりも小さかった。
したがって、球節の伸展度と屈曲度をともに改善
するためには、飛節レベルの水位と球節レベルの
水位で運動する必要がある。腕節と飛節では、最
大屈曲度、最大伸展度、最大関節動域は同じ水位
で得られた。
〇膝レベルの水位で飛節の動域が最大となったの
は、伸展度が最大となったためである。飛節の屈
曲度は膝レベルと飛節レベルで有意差がないた
め、飛節レベルの水位でも膝レベルの水位と同等
に改善できる。これは相反連動構造（reciprocal 
apparatus）により、膝と飛節が連動して動くた
めだと考えられる。

結論
〇ヒトでは、リハビリ早期に関節を屈曲・伸展さ

せた方が整形外科術後の経過が良いこと、ウォー
タートレッドミル運動によって関節の腫脹と疼痛
が軽減することが確かめられているため、ウマで
もリハビリ早期にウォータートレッドミル運動を
取り入れると良いと予想される。
〇関節によって動域が最大になる水位が異なるた
め、目的とする関節によってウォータートレッド
ミルの水位を変えるべきである。

所感
〇低水位では浮力が小さくなるため、負担荷重が
大きくなる。ウマでは、肘レベルの水位で体重
10%相当、寛結節レベルの水位で体重75%相当の
浮力が生じることが確かめられているが、低水位
における浮力は測定されていない。ただし、イヌ
では飛節レベルの水位で体重９％相当、膝レベル
の水位で体重15％相当の浮力が生じることが確
かめられている。ウマでも肘レベルの水位と飛節
レベルの水位では浮力は大きく変わらないと予想
されるため、肘レベルの水位と飛節レベルの水位
を比較すると、飛節レベルの水位で運動させた方
が負担荷重を著しく増大させることなく腕節・飛
節・球節の屈曲度を改善することができると考え
られる。
〇リハビリ初期には負担荷重を減らして運動させ
ることが重要であるため、水位を寛結節レベルま
で上げて運動させた方が良いと推測される。水泳
は運動強度が大きいため、リハビリ初期には適さ
ない。
〇リハビリ開始時期や低水位への移行時期につい
ては疾患ごとに検討が必要である。
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 ＜背景＞
馬の角膜真菌症はヨーロッパで比較的まれな疾

患であるが治療は非常に困難であり、長期的治療
を必要とする。角膜真菌症は角膜上皮傷害後の真
菌感染で起こり、真菌の放出するプロテアーゼに
よって角膜の血管形成阻害、角膜溶解、前部ブド
ウ膜炎を引き起こす。角膜真菌症を引き起こす真
菌の菌種や抗真菌薬の感受性には地理的な違いが
あることが知られているが、ヨーロッパにおける
研究はほとんど報告されていない。そこで、本研
究ではスイスで角膜真菌症と診断された馬の症例
を回顧的に評価し、その治療法と成功率を比較し
た。

＜材料および方法＞
2000年１月～2011年８月にスイスで角膜真菌

症と診断された馬35頭（計36眼）について以下
の項目を調査した。品種、性別、発症時期、臨床
像、外科的処置法、抗真菌薬の種類について評価
し、治療の成功率を比較した。角膜真菌症の診断
基準は角膜の細胞診または組織病理にて菌糸を確
認した症例とし、治療の成功は角膜穿孔を防ぎ眼
球を維持できた症例とした。本研究は回顧的評価

にて行い、データは項目ごとにフィッシャーの正
確確率検定を行い、有意水準はp＜0.05とした。

＜結果と考察＞
症例の品種はウォームブレッド26頭、サラブ

レッド６頭、その他３頭であった。性別は雄20
頭、雌15頭であった。年齢の中央値は９歳、
範囲は２週齢～22歳であった。性別、年齢で有
意差はみられなかった（性別：P=0.49、年齢：
P=0.72）。発症時期は４月～９月に25頭（71.4％）、
10月～１月に10頭（28.6％）であり、季節間に
有意差はみられなかった（P=0.26）。

計36眼のうち23/36（63.9%）は眼球を維持し、
11/36（30.5％）は悪化のため眼球摘出した。ま
た、全身疾患のためと、改善が認めらない症例で
オーナーの意向により２頭（2/36、56％）が安
楽殺となった。

症例の内訳は潰瘍性角膜炎が31/36（86.1％）、
びまん性角膜浸潤が2/36（5.55％）、表在性点状
角膜炎が2/36（5.55％）、フルオレセイン陰性の
真菌プラークが1/36（2.8％）であった。それぞ
れの病態における予後は、表在点状性角膜炎、フ
ルオレセイン陰性のプラークを形成した症例では

文 献 紹 介

スイスにおける馬の角膜真菌症：
35頭の回顧的研究（2000年１月～2011年８月）

Equine keratomycosis in Switzerland: 
A retrospective evaluation of 35 horses (January 2000-August 2011)

K.Voelter-Ratson, S.A.Pot, M.Florin and B.M.Spiess

Equine Veterinary Journal 2013, 45: 608-612

日本軽種馬協会　国広彩耶
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すべての症例で眼球が維持された。角膜浸潤がみ
られた症例は1眼で眼球が維持され、もう１眼は
眼球摘出された。潰瘍性角膜炎31眼では３眼が
眼球摘出となった。

内科治療としてボリコナゾール使用例が16眼、
ボリコナゾール以外の抗真菌薬の使用例が12眼
であった。ボリコナゾール使用例では結果として
12/16（75%）が眼球を維持し、ボリコナゾール
以外の抗真菌薬を使用した症例では7/12（58.3%）
が眼球を維持した。眼球維持率はボリコナゾー
ル使用例で高かったが、有意差はみられなかっ
た（P=0.43）。ボリコナゾールは本診療所で過去
６年間最も頻繁に投与された抗真菌薬の一つであ
り、広範囲の真菌スペクトルを有する。ボリコナ
ゾールは１%溶液として４時間おきの点眼が臨床
応用されているが、この投与によって眼房水から
も十分量検出されることから高い角膜浸透性が示
されている。また、点眼による全身性の副作用は
報告されておらず、そのため高価であっても第一
選択薬として使用されている。本研究でボリコナ
ゾールと他の抗真菌薬で眼球維持率に有意差はな

かったが、症例数の少なさが統計に影響を与えて
いる可能性もあり、ボリコナゾールの方が良好な
治療成績が得られると考えている。

症例中33/36（91.7%）は外科的処置を行った。
うち３眼は眼球摘出を行い、残りの11/30は層状
角膜切除術単独、19/30は層状角膜切除術および
結膜フラップを併用した。単独手術と併用手術例
において眼球維持率に有意差はみられなかった

（P=1.0）。
本研究では多くの症例で真菌培養による菌種同

定、薬剤感受性試験が行われなかったため、菌種
と予後の関係、および薬剤感受性と治療成績の関
係は明らかにされなかった。正常な結膜の菌叢や
角膜真菌症の菌叢には地域差があると報告されて
いるが、ヨーロッパにおける菌叢は調査されてお
らず、ヨーロッパの真菌症に適した治療薬も明ら
かになっていない。今後は中部ヨーロッパにおい
て健康馬と罹患馬の真菌叢および抗真菌薬の感受
性に関する研究を進め、情報を収集していく必要
がある。
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学会見聞記

第71回日本酸化ストレス学会・
第18回日本NO学会合同学術集会

平成30年５月17日～18日の２日間にわたり、
第71回日本酸化ストレス学会・第18回日本NO学
会合同学術集会が、京都ホテルオークラにおいて、

「レドックスの合理的役割」というテーマのもと
開催された。特別講演２題、Meet the Professor（か
つての研究者による教育講座）６題、シンポジウ
ム８題、サンライズセミナー１題、学会賞受賞講
演１題、学術賞受賞講演２題、学術奨励賞候補講
演７題、ランチョンセミナー６題、一般講演32題、
ポスター発表110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。

◯腸管炎症病態におけるHeme oxygenase-1/Car-
bon monoxide系の新規治療標的分子としての可
能性

高木智久ら（京都府立医科大学）
原因不明の難治性再発性疾患である炎症性腸

疾患（IBD）では、酸化ストレス均衡の破綻が病
態形成に重要であることが示されている。演者
らはこれまでに、抗酸化酵素Heme oxygenase-1

（HO-1）に着目し、腸管炎症病態における役割に
ついて解析を行ってきた。活動期潰瘍性大腸炎患
者の大腸粘膜内ではマクロファージにHO-1発現
が亢進し、マウス実験腸炎を用いた検討において
も、炎症性大腸粘膜内のマクロファージに発現す
るHO-1が一酸化炭素（Carbon monoxide: CO）
をガス状メディエーターとして大腸粘膜内Th1/
Th17サイトカインの制御を介して抗炎症・粘膜
保護作用を発揮することを示してきた。さらに、
HO-1発現を負に制御する転写因子Bach1（BTB 
and CNC homolog 1）の欠損マウス（HO-1高発
現マウス）を用いた検討において、HO-1発現に
よりマクロファージに抗炎症性M2形質が誘導さ
れ、さらには、腸内細菌叢の変容をきたすことが
腸管炎症制御に繋がることを明らかにしてきた。

また、外因性に投与されるCOによる抗炎症効果
も注目されており、低濃度COガス吸入曝露やCO
遊離剤投与により腸管炎症が制御されること、さ
らには、粘膜損傷治癒を促進することも明らかに
してきた。このようにHO-1/CO系を介した腸管
炎症制御機構が解き明かされつつあり、現在、
HO-1/CO系を治療標的分子としたIBDにおける新
規治療法の開拓に演者らは着手しており、今後の
さらなる展開が期待される。

○H. pylori感染症による酸化ストレスと胃癌
鈴木秀和ら（慶應義塾大学）

Helicobacter pylori (H. pylori) は、1982年にオー
ストラリアのWarren 、Marshallによって初めて
ヒトの胃から分離培養されて以来、36年の間に、
胃潰瘍や十二指腸潰瘍ばかりでなく、慢性胃炎、
胃癌、胃MALTリンパ腫、免疫性血小板減少性
紫斑病（ITP）の発症に関与することが明らかに
なってきた。特に、胃癌との関連は興味深く、こ
れまでにH. pylori由来細菌毒素CagAによるin vitro
の成績、スナネズミ感染モデルなどによるin vivo
の成績に加え、疫学的臨床医学的研究からも多く
の知見が蓄積されてきた。さらに、除菌療法の介
入で胃癌発症を阻止できるかについて、多くの臨
床試験のメタ解析でも、早期胃癌の内視鏡治療後
の異時性胃癌発症をみた介入コホート研究でも、
胃癌予防効果は検証されている。しかし、胃癌の
前癌病変と考えられる萎縮性胃炎の進展度あるい
は除菌時年齢によって、除菌による胃癌発生予防
効果は異なることがわかり、除菌をしても100％
予防できるわけではないことも明らかになってき
た。胃癌の発生のキーファクターとされている
H. pylori由来細菌毒素CagAは、通常autophagyに
よって分解されるが、胃癌幹細胞としての性質を
持つCD44v9陽性細胞に置いては、還元型グルタ
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チオンの著増による、抗酸化能の増強のために、
このautophagyが抑制され、この癌タンパク質が
残存できること、さらに、CD44v9発現が異時性
発癌の予測因子になることがわかってきた。つま
り、たとえ除菌後でも、炎症性変化とそれに誘導
された癌幹細胞の存在する粘膜では、胃癌発症を
完全に阻止できないとも考えられる。このため、
除菌前に個々のリスクを評価し、それに応じて、
除菌後の内視鏡などによるサーベイランスを考
えていく必要がある。演者らが同定したCAPZA1
は、CagA分解性autophagyを負に制御するため、
CAPZA1過剰発現細胞ではCagAが蓄積する。興味
深いことに、CAPZA1過剰発現細胞へのCagA蓄積
はCD44v9発現を惹起させることが明らかとなっ
た。つまり、CAPZA1の発現レベルは胃癌の前癌
病変を規定する重要な宿主細胞特性であると考え
られる。H. pylori感染胃粘膜におけるCAPZA1発
現は、感染に伴う激烈な酸化ストレス応答によっ
て誘導されることも明らかになり始めた。以上の
ように、CD44v9発現を特徴とする癌幹細胞の誘
導自体も炎症を基盤にした酸化ストレスが重要で
あることがわかってきた。今後、国民病ともいわ
れた胃癌の予防の標的として、酸化ストレスを視
野に入れることが重要であり、これは炎症を背景
に発生する他の癌種にも応用可能と考察していた。

◯酸化ストレスと筋肉
～アスリートからシニアまで～

青井　渉（京都府立大学）
酸化ストレスは、障害因子、シグナル因子とし

て骨格筋機能を制御する。特に運動時には、活動
筋組織において、ミトコンドリア電子伝達系をは
じめ複数のシステムを介した活性酸素種の産生が
増大する。運動によって発生した活性酸素種は、

エネルギー代謝、タンパク質代謝、抗酸化など生
理機能の適応を得るためのシグナル因子として不
可欠である。一方、高強度のトレーニングを行う
アスリートでは、抗酸化能力を超えて発生する活
性酸素種が、筋疲労を誘発することが知られてい
る。ベッドレスト、ギプス固定のような不活動状
態や高齢者の骨格筋組織においても、酸化生成物
の蓄積が認められ、筋萎縮における酸化ストレス
の関与が指摘されている。加齢に伴う筋萎縮、筋
力低下は、虚弱・寝たきりを誘発し、高齢社会に
おける介護問題と密接に関連する。また、骨格筋
は糖や脂肪を燃焼する代謝組織としての役割があ
る。骨格筋の減弱は体脂肪の蓄積やインスリン感
受性の低下を誘発してメタボリック症候群、糖尿
病の発症にもつながる。運動疲労や筋萎縮を軽減
する方策として、食品中に含まれる抗酸化成分に
ついても検討されている。演者らは、鮭やマスの
魚肉中に含まれるカロテノイド、アスタキサンチ
ンが骨格筋機能におよぼす影響についてこれまで
研究してきた。体内でのアスタキサンチンの働き
を車に例えると、エンジンを効率よく動かすエン
ジンオイルの役割をする。「エンジンは筋肉の細
胞の中にあるミトコンドリア、ガソリンは糖質や
脂質。車のボディは筋肉のもとになるたんぱく質
やアミノ酸に例えられ、アスタキサンチンを摂取
することで、ミトコンドリアのエネルギー産生効
率が上がり、ガソリンとなる糖質の消費が少なく
なる。体を燃費のいい状態にすることは、結果的
に持久力向上や疲労軽減につながる。また、これ
までの研究でアスタキサンチンを摂取すると、運
動中に糖質の消費を抑えて脂肪をよく燃焼させる
ほか、アスタキサンチンが筋肉にまで届けられ、
疲れの原因となる骨格筋の酸化を抑える働きがあ
ることも分かった。 （石田信繁）

第70回日本衛生動物学会

平成30年５月12日～13日に帯広畜産大学（北
海道帯広市）で開催された第70回日本衛生動物
学会に参加した。本学会は、蚊やダニなどの医学

的に重要な衛生動物にフォーカスを当てた国内唯
一の学術大会である。以下に、興味深い演題に関
して概要を報告する。
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○日本産ヒトスジシマカのジカウイルス媒介能
江下優樹ら （北海道大学） 

ジカウイルスはフラビウイルス属のウイルスで
あり、主に蚊によって媒介される。ジカウイルス
感染者の多くは不顕性感染であるが、時に発熱・
発疹・関節痛や結膜の充血などを引き起こす。ま
た、妊娠初期の妊婦が本ウイルスに感染すると、
胎児に小頭症などの先天性中枢神経疾患を引き起
こすことがある。本感染症は、2016年にブラジ
ルを含む南米諸国で流行したことは記憶に新し
い。我が国は東京オリンピックを控えており、人
や貨物の国際間移動の増加によって潜伏期の患者
や媒介蚊の移入リスクは高まるものと考えられて
いる。そこで、本感染症に対するワクチンの研究・
開発が国内で進められている。一方、本感染症の
国内発生が起こった場合には、感染蚊の駆除対策
が重要となるが、国内生息種が本ウイルスを媒介
できるかは明らかにされていない。そこで、演者
らは日本産ヒトスジシマカのジカウイルス媒介能
力を検索した。

供試蚊には、東京都渋谷区で採取した後に実験
室で継代しているヒトスジシマカを用いた。ジカ
ウイルスは、国立感染症研究所より分与されたも
のを用いた。ジカウイルス 3.8×106 PFU/mL を
含む馬脱線維素血を蚊に経口摂取させ、飽血した
個体を3週間飼育した。飼育中は餌として蜂蜜を
与え、real time RT-PCR を用いて蚊および蜂蜜
に含まれるウイルスを経時的に検出した。その結
果、３週間飼育した蚊からウイルスRNAが検出さ
れた。同様に、餌である蜂蜜からもウイルス遺伝
子が検出された。このことから、日本産ヒトスジ
シマカがジカウイルスを媒介する可能性が示唆さ
れた。また、蜂蜜を用いた本法は、唾液中のウイ
ルスの有無を安全かつ簡便に検査できる方法であ
ると考えられた。

蚊媒介性ウイルスは蚊の唾液中に含まれ、吸血
時に唾液とともに動物体内に侵入する。そのため、
蚊のウイルス媒介能の検証には、唾液中のウイル
スの有無を検索することが重要である。しかし、
蚊の唾液量はそれほど多くないこと、回収には熟
練した技術が必要であることがしばしば問題とな
る。今回、演者らが用いた手法は簡便であり、ま

た複数の蚊の唾液をまとめて回収することができ
ることから、有用な方法であると考えられる。

○ネッタイシマカの吸血宿主嗜好性における可塑
性の分子機序解明を目指した人工的馴化誘導

市村秀俊ら （東京慈恵会医科大学） 
ネッタイシマカ （Aedes aegypti） は黄熱、デン

グ熱やジカ熱に代表される蚊媒介性ウイルス感染
症の主要なベクターである。蚊は、その種や個体
ごとに異なる吸血宿主嗜好性をもつことが報告さ
れており、宿主間における感染症の循環と密接に
関連している。動物からヒトへ病原体がもたらさ
れることによるアウトブレイクの原因の一つとし
て、蚊の吸血宿主嗜好性の変化が考えられている。

ある種の動物を用いて継代していた蚊に別種の
動物を吸血源として与えると、吸血率が低下する。
しかし、これを５世代繰り返すことで、吸血率は
改善し安定する。これを吸血宿主馴化現象と呼ぶ。
演者らは、この馴化現象を解析することで蚊の吸
血宿主嗜好性の可塑性とその分子基盤の解明を試
みた。具体的には、マウスで継代しているネッタ
イシマカに５世代に渡りウマ、ニワトリ、ウサギ
あるいはマーモセットを吸血させて人工的に吸血
宿主馴化現象を誘導した。第５世代目の成虫メス
頭部から抽出した total RNA を用いて、吸血宿主
馴化現象に関連する遺伝子を網羅的に探索した。

マウス継代系統および吸血宿主馴化現象を誘
導した系統の遺伝子発現量を比較した結果、leu-
cin-rich repeat immune （LRIM） protein や hemo-
lymph protein のような免疫関連遺伝子、period 
や Slit 、Mblk-1、Elav ファミリーのような神経系
関連遺伝子の発現変動を認めた。Slit は Robo と
協調して神経回路形成に、Elav ファミリーは神
経系においてスプライシング調節に、Mblk-1 は
昆虫の記憶中枢であるキノコ体において遺伝子の
発現調節に関与することがそれぞれ報告されてい
る。このことから、吸血宿主動物の変更により蚊
に経世代的な神経系の変化が生じている可能性が
示唆された。免疫関連遺伝子については、LRIM 
や defensin のように抗微生物活性が予測されて
いる遺伝子の発現変動が多く見られた。蚊は、吸
血時に血液を中腸へ取り込む。その際、蚊の中腸
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内の細菌数が増加することから、抗微生物活性遺
伝子の発現が変化したものと考えられた。さらに、
動物種により血液成分や血球の抗原性などが異な
るため、血液の違いが中腸内細菌叢の違いを作り
出す可能性が考えられた。ショウジョウバエは自
らの腸内細菌と似通った細菌を好んで摂食行動を
示すという報告があり、蚊においても腸内細菌が
行動に何らかの影響を及ぼしている可能性が想起

された。
蚊媒介性感染症のアウトブレイクの要因である

吸血宿主動物の変化を、分子生物学的に検索した
研究は多くない。今後、新たな吸血宿主への馴化
に関わる分子機序のさらなる解明が期待される。
なお、本研究の成績の一部は、東京慈恵会医科大
学熱帯医学講座と競走馬総合研究所との共同研究
で実施されたものである。  （越智章仁）

第53回日本脳炎ウイルス生態学研究会

平成30年６月１日～２日に独協医科大学（栃
木県下都賀郡）にて開催された第53回日本脳炎
ウイルス生態学研究会に参加したので、その概要
を報告する。

本研究会は、日本脳炎ウイルスを中心として近
縁のフラビウイルスやその他のアルボウイルス

（節足動物媒介性ウイルス）に関して、ウイルス
学的研究のみではなく、ベクターである蚊の生態
や臨床などに関する研究を含む幅広い観点から総
合的な討論をする研究会である。本年は約40名
の参加者を得て独協医科大学（栃木県下都賀郡）
の関湊ホールで開催され、一般演題20題と特別
講演１題が発表された。

○高知県で分離された日本脳炎ウイルスの遺伝子
解析

松井清彦ら（新渡戸文化短期大学）
○2017年の長崎県下における日本脳炎ウイルス
の分離及び解析

吉川　亮ら（長崎県諫早食肉衛生検査所）
日本脳炎ウイルスは、血清型は１種類であるが、

ウイルス粒子表面のＥタンパク質の遺伝子配列か
らⅠ～Ⅴの５種類の遺伝子型に区別される。松井
らは、2012年から2017年に高知県のブタから６
株の日本脳炎ウイルスを分離し、すべてⅠ型であ
り分離株間のアミノ酸配列にもほとんど差が認め
られなかったことを報告した。

吉川らは、長崎県諫早市での蚊からの日本脳炎
ウイルスの分離成績を報告した。2017年７月と

８月に11株の日本脳炎ウイルスが分離され、全
て１型であった。

日本では、1930年代から1990年代まではⅢ型
ウイルスのみが存在していたが、1990年代半ば
から蚊やブタなどから分離されるウイルスがⅠ型
に急速に置き換わった。われわれが2003年にウ
マから分離したウイルス株もⅠ型である。日本脳
炎ワクチンはヒト用および動物用ワクチンいずれ
も現在、Ⅲ型ウイルスがワクチン株として使用さ
れている。現行ワクチンとⅠ型ウイルスでは中和
抗体応答にあまり差が認められないことが知られ
ている。しかし、近年東南アジアさらには中国お
よび韓国で分離例が認められているⅤ型ウイルス
に対しては、Ⅰ型あるいはⅢ型ウイルスに対する
中和抗体価に比較して若干低いとの報告が、本研
究会でもなされている。現在のところⅤ型ウイル
スは日本では分離されていないが、従来、存在が
認められていなかった中国や韓国で分離されたこ
とから、新たなウイルス株の侵入を早期に確認す
るために、特に西日本各地においてこのような調
査を幅広く継続して行くことは重要である。

○沖縄の日本脳炎ウイルスの移行経路
斉藤美加ら（琉球大学）

沖縄や九州で分離される日本脳炎ウイルスの系
統樹解析から、ウイルスが東南アジアや中国など
から移行してくることが知られている。蚊や渡り
鳥がウイルスの伝播に重要であるが、その経路や
機序はあまり明らかではない。演者らは、沖縄お
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第92回日本感染症学会・第66回日本化学療法学会

よび沖縄以外の国内外で分離された、分離年およ
び分離場所の異なるウイルス株のＥタンパク質の
遺伝子配列を用いて、沖縄分離株と国内外分離株
の系統地理的解析を実施した。沖縄株は分離年が
異なる主要な４つの系統に区分され、系統樹の形

平成30年５月31日から２日の３日間岡山市
（岡山コンベンションセンター）で行われた第92
回日本感染症学会・第66回日本化学療法学会の
合同学術集会に参加したので、その概要を報告
する。

本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、学会を挙げて感染
症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、2016年に政府の方針とし
て作成された薬剤耐性（AMR）対策アクション
プラン2016-2020に関連する演題や本年度米国
において策定されたClostridioides diffi  cile感染症

（CDI）のガイドラインに関連するシンポジウムな
ど、現在我々が直面している問題に関連している
講演も多かった。以下に我々の研究に有益と思わ
れた２題の発表について概要を紹介する。

○Clostridium diffi  cile用POT法の開発
鈴木匡弘（藤田保健衛生大学）

Clostridioides (Clostridium) diffi  cileは、 院 内 感
染の原因菌として感染管理が重要視される菌の
一つであり、院内で集団感染が疑われる際には
PCR-ribotypingなどの分子疫学解析が行われるこ
とがある。しかし、PCR-ribotypingは電気泳動パ
ターンの読み取りなどに経験が必要であり、細菌
検査としての利用は限定的である。今回、演者ら
は、本菌の分子疫学解析 を容易とするため、新
たに開発したPCR-based ORF typing（POT）法

と分離年から、それぞれ特定の地域に対する関連
性と移行の方向性が認められた。また推定された
移行経路と、渡り鳥の渡りのルートと時期に矛盾
は認められなかった。今後より詳細な解析が実施
されることを期待する。  （近藤高志）

について報告した。POT法は、菌株間で保有状態
に差異のある遺伝子の読み取り枠（open reading 
frame, ORF）をマルチプレックスPCRで検出し、
その保有パターンによって遺伝子型を決定する方
法である。

開発には2004年から2015年に臨床分離され
たC. diffi  cile 84株を用いた。菌株は、あらかじめ
PCR-ribotypingを行うとともに、一部の株では
Multilocus sequence typing （MLST）も実施し遺
伝子型別を行った。さらに、インターネット上の
ゲノムデータおよび臨床分離株のドラフトゲノム
を比較・検討し、PCR-ribotypeおよびMLST型と
相関するORFおよび同一のPCR-ribotype内をさら
に区別するためのORFの選抜を行った。

各株のORFの保有パターン調査の結果、10個
のORFの有無の組み合わせでPCR-ribotypeおよび
MLST型と相関のある分子疫学解析が可能であっ
た。さらに、６個のORFを組み合わせることで、
同一PCR-ribotypeの分離株を再分類することがで
きた。これらの16個のORFにtoxin AおよびB 、
binary toxinを検出するプライマーを加えた2系統
のmultiplex-PCRによるPOT法を設計した。開発
したPOT法は臨床分離株84株を47のPOT型に識
別し、PCR-ribotypingよりも識別能の高い方法で
あった。

C. diffi  cileは、馬の急性腸炎の原因としても重要
な病原体である。現在、当研究室はPCR-ribotyp-
ingによる遺伝子型別を行っているが、増幅パター
ンは複雑であり、類似した遺伝子型の識別は容易
ではない。本法は、PCR-ribotypingよりも識別能
が高く、毒素遺伝子の検出も同時に行える方法で
あることから、馬のC. diffi  cile感染症での応用も期
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待される。

○20種類の呼吸器感染ウイルスを同時検出でき
るMultiplex LAMP法を用いた小児呼吸器感染症
の54例における病原体検出の試み

大場邦弘ら（公立昭和病院小児科）
演者らは、これまでにリアルタイムdirect RT-

LAMP法とマイクロ流路チップを組み合わせるこ
とで、PCR法と感度や特異度は同等で、なおかつ、
より簡便・迅速なPOC（point of care）遺伝子検
査の開発に取り組んでおり、今回、20種類の呼
吸器感染ウイルスを同時に検出できるdirect RT-
LAMPチップを開発し、小児呼吸器感染症例につ
いて臨床現場での検出を試みた結果を報告してい
る。

チップにはFlu A/H3, H1pdm（A型インフルエ
ンザ H3およびH1パンデミッククローン）、 Flu B/
Victoria・Yamagata（B型インフルエンザ　ビク
トリア株・山形株）、RSウイルス（A型・B型）な
ど20種類の呼吸器感染ウイルスを検出できるRT-
LAMP試薬を搭載した。2017年２～９月に当該病
院を受診した小児呼吸器感染症54例に対して臨
床現場においてチップを用いた検査を実施した。

その結果、54症例中47症例から何らかのウイ
ルスが検出された。内訳はFlu A/H3を２～４月に
５例、Flu B/Victoriaを３月に３例、RSウイルス 
A型を４～５・７～９月に12例、RSウイルス B型
を４～５・７・９月に５例などであった。４～７・
９月に発生した症例の中で12例では異なるウイ
ルスが重複して検出され、１例では４種類、３例
では３種類、８例で２種類のウイルスが検出され
た。そのうち10例からはRSウイルスが、９例か
らはライノウイルスが検出された。重複検出例の
うち10例が10歳以下の症例であった。

演者らの実施した検査の結果は、リアルタイム
でクラウド上のデータベースにアップロードされ
ており、周辺地域の他の医療機関の検査結果との
比較が可能となっていた。このように多数の病原
体の同時検出を医療現場で継続して行うことで、
病院が所在する医療圏での呼吸器感染ウイルスの
流行状況をリアルタイムに把握することが可能と
考えられた。

我々の研究室では、７種類の馬の下気道疾患に
関連する細菌を同時に検出する LAMP法のシステ
ムを構築している。今回、演者らの発表は、我々
のシステムをさらに進化させた方法であり、馬の
呼吸器感染症診断への応用も期待できる方法と考
えられた。 （丹羽秀和）

○ CDI診療ガイドライン
CDI治療　 メトロニダゾールとバンコマイシンを
中心に

松元一明（慶應義塾大学）
日本化学療法学会は難治性の消化器疾患である

CDI（Clostridioides Diffi  cile Infection）診療ガイド
ラインを作成しており、これに関するシンポジウ
ムが開催された。演者は世界各国のランダム化比
較試験の報告からCDIの抗菌薬治療に関するメタ
アナリシスを行い、日本におけるCDI治療ガイド
ラインを提案した。

CDI治療に用いられる主要な抗菌薬はメトロニ
ダゾールとバンコマイシンの経口投与であるが、
これらの選択には議論がある。演者らは、CDI軽
症群に対するメトロニダゾールとバンコマイシン
に治療成績の差はないが、CDI重症群に対しては
バンコマイシンの方が良好な治療成績であったこ
とを示した。この結果を受けて、ガイドラインで
は軽症例の第１選択をメトロニダゾール、重症例
の第1選択をバンコマイシンと定めた。軽症も重
症もバンコマイシンを第１選択とするアメリカの
ガイドラインと異なっているが、日本のCDIは強
毒株が少なく致死率が低いこと、バンコマイシン
にはバンコマイシン耐性腸球菌発生のリスクもあ
ることから、軽症のCDIに対する第１選択として
はメトロニダゾールを推奨している。しかし、本
ガイドラインでは重症例と軽症例の分類基準につ
いては定義されておらず、今後の検討が必要との
ことであった。

経口バンコマイシンは125㎎ 1日４回投与と
500㎎ 1日４回投与という投与量に大きな差があ
る２つの投与法が推奨もしくは臨床応用されてお
り、世界的にも投与量は定まっていない。本報告
のメタアナリシスにおいても、これらの投与法に
関する検証は困難であったようだが、演者らは糞
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便中薬物濃度に注目し投与量を考察した。CDは
腸内容物中で増殖するため、それを抑制するには
糞便中の抗菌薬濃度を高濃度に維持する必要があ
る。健康なヒトに対しバンコマイシンを投与した
場合、125㎎と500㎎投与法は共にCDの増殖を抑
制できる糞便中濃度が維持されており、基本的に
は125㎎ 1日４回で十分な効果が期待できること
が示された。しかし、個体によっては投与１日目
に十分な糞便中濃度に達していなかった例が存在
したことや、激しい下痢によって糞便中バンコマ
イシン濃度が低下することも示され、本ガイドラ
インでは、重症例や下痢の回数が多い場合には高
用量投与を推奨することとなった。

現在、競走馬のCDI治療ではメトロニダゾール
15㎎ /㎏ １日３回投与が行われている。我々は
2013年にメトロニダゾールのウマCDIに対する有
用性を示したが、その後の治療成績は良好とは言
えず、ウマCDIの生存率は発表時の５割から２割
程度にまで低下している。抗菌薬が効果を発揮で
きない理由には、感染菌が抗菌薬に対して耐性で
ある場合、抗菌薬の感染部位への移行性が不十分
である場合、感染が制御できても組織障害が不可
逆的に進行した場合などが考えられる。現在JRA
で分離されているCDの中にメトロニダゾール耐
性菌は認めていないため、第１の理由は否定され
ている。また、非常に大きな大腸を有するウマで
はCDによる腸管粘膜障害が広範に生じることか
ら、重篤な組織障害によって救命できない症例が
多いと推察されるが、抗菌薬の移行性についても
検討する必要がある。メトロニダゾールはヒト、
ウマとも生体内利用率が極めて高く、大半が小腸
から吸収され腎臓で排泄される。よって、小腸内
で吸収されなかった分と吸収後に胆管を経て再び
腸管に戻る分が大腸に移行するのだが、ウマの大
きな大腸内では十分な糞便中濃度に達していない
かもしれない。一方、ヒトの重症例で効果の高い
経口バンコマイシンは、腸管における吸収がほと
んどないため、速やかに高い腸管内濃度が得られ
る。今後、これらの抗菌薬の糞便中抗菌薬濃度を
測定することにより、ウマのCDIに効果が期待で
きる抗菌薬や投与法を検討できると考えている。
演者の慶應義塾大学の松元先生には、日頃からウ

マの抗菌薬の薬物動態の研究に関してご協力を頂
いており、今後はウマ糞便中の抗菌薬濃度測定に
ついてもご指導を受け、検討を始めていきたいと
考えている。

○競走馬におけるセファロスポリンのPK/PDに基
づいた最適投与法の検討

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
【目的】ウマの抗菌薬においてPharmacokinet-

ics/Pharmacodynamics（PK/PD）解析に基づく
投与法は確立していない現状にある。本研究で
は、ウマの感染症に使用されているセファロチン

（CET）、セフチオフル（CEF）、セファゾリン（CEZ）
のPK/PD解析から最適投与法を検討した。
【方法】サラブレッド研究用馬６頭に対しCET 

22 ㎎ /㎏静脈内投与、CEF 2.2 ㎎ /㎏筋肉内投与、
CEZ 10 ㎎ /㎏静脈内投与のランダム化クロスオー
バー試験を行った。抗菌薬投与後に経時的な採
血を行い、高速液体クロマトグラフィーで血中濃
度を測定した。ウマ感染症から分離されたβ溶血
性連鎖球菌S. zooepidemicus 78株とE. coli 38株の
最少発育阻止濃度を微量液体希釈法にて測定し、
Time above MIC （TAM）≧60%を目標とするシ
ミュレーション解析を行った。
【結果と考察】S. zooepidemicusのMIC90はCET

で0.12 µg/mL 、CEFで0.25 µg/mL 、CEZで0.12 
µg/mLであり、CETは22㎎ /㎏ １日４回投与、
CEFは2.2㎎ /㎏ １日１回投与、CEZでは10mg/㎏ 
１日２回投与でTAM≧60%を達成した。一方、
E.coliのMIC90はCETで4µg/mL以 上、CEFで1µg/
mL 、CEZで2µg/mLであり、CETとCEZは臨床応
用が可能な投与法では達成困難であったが、CEF
は2.2 ㎎ /㎏ １日２回投与でTAM≧60%を達成し
た。以上の結果から、CEFは2.2㎎ /㎏ １日１から
２回投与によって競走馬のS. zooepidemicus とE. 
coli感染症に効果が期待できることが示された。

講演後の質疑応答では、ウマに対してはウシや
ブタのような飼料添加物としての抗菌薬投与が行
われているのか、また、セフチオフルの投与量は
他の２つの抗菌薬と比較して少ないことから、投
与量を増やすことにより効果が上がるのではない
かという質問を受けた。それに対して、ウマの抗
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菌薬治療の問題点として抗菌薬関連下痢症の致死
率が５割程度と極めて高いことがあり、飼料添加

物や高用量投与に関してはそれらのリスクから消
極的であると返答した。 （黒田泰輔）

第32回インフルエンザ研究者交流の会シンポジウム

第32回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウムが、平成30年６月15日から17日に香川県
高松市のサンポートホール高松において開催され
た。以下に、特に興味を引いた演題について、概
要および感想を記す。

〇今シーズンのインフルエンザワクチン株選定の
混乱と供給不足に陥った経緯について　　　

小田切孝人（国立感染症研究所）
2017/2018年シーズンは、インフルエンザワ

クチン接種開始時期にワクチン供給不足という事
態となった。本演題ではワクチン株選定に関わっ
たインフルエンザウイルスの専門家という立場か
ら、ワクチン供給不足となった経緯について説明
があった。

日本のインフルエンザワクチン株選定は、諸外
国とは異なり２段階のプロセスを経て決定され
る。第一段階は、国立感染症研究所（感染研）が
専門家を招聘して行うワクチン株の選定、そして
第二段階はその選定株を厚生労働省（厚労省）が
承認し、決定通知を公布するというプロセスから
なる。第一段階の株選定委員会では、海外の流行
株の解析やWHOが推奨するワクチン株を参考に
してワクチン株を選定する。国内株のワクチン製
造の開始は、厚労省の決定通知を受けてから始め
るのが本来の流れであるが、製造期間および国家
検定などの期間を考慮すると、決定通知後の製造
開始では10月上旬のワクチン接種に間に合わな
い。これまで株選定委員会の選定結果と、厚生労
働省の決定通知が異なることがなかったため、実
際には３月から４月の株選定委員会の選定結果に
基づいてワクチン製造を開始していた。しかし
2017/2018年シーズンは株選定委員会の選定結
果と厚労省の決定通知が異なり、この影響でワク
チン製造が遅れ、接種開始期に一時的なワクチン

不足となった。その経緯は以下のとおりである。
インフルエンザワクチンは４価ワクチンであ

り、A型が２株（H1N1亜型, H3N2亜型）、および
B型（ビクトリア系統、山形系統）が２株含まれ
ている。そのうちH3N2亜型で用いられているA/
香港/4801/2014株（香港株）は、ワクチン製造
のための鶏卵での馴化過程で流行株と抗原性が異
なってしまい、有効性が低いことが明らかとなっ
てきた。そこで感染研では、A/埼玉/103/2014
株（埼玉株）という卵馴化によっても元株と同様
の抗原性を維持している株を開発した。懸念材料
として、製造効率が悪い可能性が考えられたこと
から、各ワクチンメーカーで製造効率を評価した
ところ、香港株と比べて84%の収量であり、製造
可能とメーカーから株選定委員会へ報告があっ
た。そのため株選定委員会において、ワクチンの
有効性の改善が期待されることから、H3N2亜型
は香港株ではなく埼玉株が選定された。その後、
各メーカーで本格的な製造が進むにつれて当初の
試算よりも製造効率が悪く、前年度比の71%程度
のワクチン供給量にしかならないことが明らかと
なった。ワクチン供給不足による混乱を危惧した
厚労省は、選定委員会の結論を見直し、香港株に
戻す案を選定委員会へ再度提案した。選定委員会
において再度検討を行ったところ、厚労省案を了
承せざるを得ないという意見が大勢を占め、香港
株の採用を了承するという回答を行った。そのた
め各ワクチンメーカーでは埼玉株で進めていた製
造を中止し、香港株での製造に切り替えたため、
H3N2亜型ワクチンの製造が例年よりも２ヶ月間
遅れた。そのため接種開始期に供給が追い付かず、
ワクチンが足りないという事態になった。

今回の発表は株選定委員の立場からの発表で
あったため、株選定委員会寄りの発表内容であっ
た感は否めない。厚労省側から見ると、H3N2亜
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型の供給不足により、他の３株にも影響が及ぶこ
とが大きなリスクであり、大局的に考えて効果は
期待できないが香港株に戻したのだとも推察され
た。しかし私のような馬インフルエンザワクチン
の株選定に関わる立場の者からすると、効果が期
待できる株があるにも関わらず効果が期待できな
い株をワクチンに入れることになった、演者らの
無念は察するに余りある。演者は今回の件を「埼
玉株の悲劇」と話していたが、今後のワクチン株
選定に大きな影響を及ぼすものと思われた。実際
に影響は出ており、今年の株選定は感染研では行
われず、厚労省が選抜した委員による、厚労省の

「季節性インフルエンザワクチンの製造株につい
て検討する小委員会」で決定されることになった。
インフルエンザの専門家は入っておらず、演者は
オブザーバーでの参加であり、意見を述べること
は認められなかったとのことであった。

〇キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬ゾフ
ルーザの創製と非臨床薬効

熨斗武志（塩野義製薬）
〇キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬ゾフ
ルーザの臨床成績

土屋賢二（塩野義製薬）
今年３月に新発売された、バロキサビル　マ

ルボキシル（BXM）（商品名：ゾフルーザ）につ
いての特別講演が行われた。BXMはキャップ依
存性エンドヌクレアーゼ活性を阻害し、ウイルス
mRNAの合成が阻害されることによってウイルス
増殖が抑制される。オセルタミビル（商品名：タ
ミフル）に代表されるノイラミニダーゼ阻害薬と
は作用機序が異なるため、オセルタミビル耐性イ
ンフルエンザウイルスに対しても効果が期待でき
る。本講演では、マウスモデルにおける効果、そ
して日米で行われた臨床試験のデータが発表され
た。興味深かったのは、臨床試験の結果において、
同じキットを用いているにも関わらず、簡易診断
キットの診断成績が日本の方が米国よりも大分よ
かったということである。その理由の一つとして、
日米で採材の方法が大きく異なっており、米国の
方法では効果的に検体が採取されていないのでは
ないかとのことであった。BXMは使用方法が1回
の経口投与で、かつオセルタミビルよりも効果が
あるデータもあることから、今シーズンのインフ
ルエンザウイルス流行の際には非常に多く使用さ
れるものと感じた。 （根本　学）

第96回日本獣医麻酔外科学会

平成30年６月15日～17日に大宮ソニックシ
ティ（埼玉県）で開催された第96回日本獣医麻
酔外科学会に参加したので、その概要を報告しま
す。

○敗血症の定義の変遷と病態に関する最近の知見
織田成人（千葉大学）

従来、敗血症（Sepsis）は「感染が重篤化し、
血液中に細菌や細菌の毒素が検出され、全身に感
染が及んだ状態」と捉えられてきた。しかし、
1980年代のサイトカインの発見以来、敗血症の
病態には細菌や細菌の毒素そのものよりも、感染
に対して免疫担当細胞が産生する炎症性サイトカ
インとそれに引き続く全身性炎症反応が大きく関

与していることが明らかにされた。これら敗血症
の病態生理の解明を背景に、1992年に初めて敗
血症の定義が発表された。ここでは敗血症を「全
身性炎症反応症候群（SIRS）が感染によって起き
ている場合」と定義した。

その後、敗血症患者の転機悪化には自然免疫の
活性化による全身性炎症反応だけでなく、獲得免
疫の異常による免疫抑制が関与していることが明
らかにされた。これを受けて、2016年に新しい
敗血症の定義が発表された（Sepsis-3）。Sepsis-3
では、敗血症を「感染に対する制御不十分な生体
反応に起因する生命に危機を及ぼす臓器障害」と
定義した。また敗血症ショックは「敗血症のサブ
セットで、循環や細胞機能、代謝の異常により死
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亡率を増加させるに足る状態」と定義された。
敗血症の定義は改定されたが、敗血症の病態生

理そのものは大きく変わっていない。ただ、定義
を正しく理解することが、病態生理の正しい理解
につながるものと考える。後述する「熱中症」も、
正しい定義を理解しないまま用語を使用している
者が多数おり、本会が取り組んでいる暑熱対策に
関しても解釈に温度差が生じているので注意した
い。

〇全身麻酔が犬の僧帽弁輪および三尖弁輪収縮期
移動距離に及ぼす影響

平山琢朗ら（東京大学）
周術期や集中治療管理において輸液量の過不足

が治療成績に大きな影響をおよぼすが、適正な輸
液量決定は簡単ではない。一方、僧帽弁輪収縮期
移動距離（MAPSE）および三尖弁輪収縮期移動
距離（TAPSE）は、心エコー検査Mモードで収縮
期における弁輪の移動距離を計測するものであ
る。これらの測定は簡便であり、輸液反応性の指
標としても有効との報告もあるが、犬における報
告は極めて限られているため、本研究では全身麻
酔がMAPSEおよびTAPSEにおよぼす影響につい
て検討した。全身麻酔は、プロポフォールで導入
し、イソフルランにより維持した。MAPSEおよ
びTAPSEの計測は、Mモードで外側僧帽弁輪およ
び三尖弁輪にカーソルを合わせ、連続した３拍分
の平均値を算出した。その結果、MAPSE・TAPSE
とも、麻酔導入前に比較して導入直後で有意に低
値を示した。MAPSEおよびTAPSEを計測する際に
は全身麻酔時に投与した麻酔薬の影響を考慮する
必要があるものの、今後は前負荷・後負荷・心収
縮能との比較を検討していきたいと結論付けてい
た。

会場からの質問で、収縮期移動距離の計測値は
小さく呼吸時における胸郭の動きに影響をうける
可能性があるため、より正確な計測法についても
検討してほしいとの意見があった。

獣医領域におけるMAPSE・TAPSEの有用性につ
いては課題があるものの、１回拍出量などの循環
機能指標に比較して格段に簡便な計測法である。
ウマ領域の臨床例において、循環動態の指標は心

拍数や動脈圧に限られており、これらは循環動態
をダイレクトに表すものではないため、簡便かつ
有用な計測法を検討する価値は大きいと感じた。

〇急性滑液嚢炎に罹患したサラブレッド種12頭
の治療成績調査

鈴木　吏ら（社台ホースクリニック）
馬における滑液嚢炎は肘腫などよく知られた疾

患だが、急性のハ行を伴う滑液嚢炎は比較的稀で
あり、外科的アプローチの有効性について調査し
た報告はこれまでほとんどない。本研究では、急
性滑液嚢炎と診断したサラブレッド種12頭につ
いて、検査所見や治療成績等に関する回顧的調査
を実施した。全頭とも発熱および明瞭なハ行を呈
し（AAEP Lameness Scaleで、3/5以上）、超音波
検査による滑液増量所見をもとに滑液嚢炎と仮診
断していた。全頭とも、抗菌薬加乳酸リンゲル液
を用いて当該滑液嚢の洗浄（Bursoscope手術ある
いは針などを用いた局所洗浄）を実施した。滑液
検査では12頭中11頭が白血球上昇を認めた。12
頭中９頭で細菌培養を実施し、細菌が分離できた
のは１頭であり、11頭で原因は不明であった。
洗浄を実施した12頭中10頭が１回の実施で良化
し、１頭が２回の実施で良化した。１頭は骨髄炎
などを併発し良化の見込みがなかったため、廃用
となった。全頭とも、術後は最低10日間以上の
抗菌薬とNSAIDsを投与していた。演者らは、滑
液嚢の炎症により浸潤した白血球や炎症性サイト
カインは病態を悪化させ得るため、これらを早期
に洗浄したことが比較的良好な予後につながった
と結論付けていた。

発表後は、小動物の臨床獣医師よりいくつかの
質問があった。小動物では床面より近い部位での
汚染が原因で起こることが多く、感染性であって
も重度の疼痛はあまり認められないとのことで、
小動物領域との差異に関する疑問が主であった。
また、細菌感染を確認できた症例はほとんどな
かったことから、非感染性の滑液嚢炎が症例に包
含されていたことは否定できないという提言も挙
がった。

演者も述べていたが、ウマ領域の臨床現場にお
いて、関節液や滑液から細菌を分離できるケース
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は少ないため、採材法など 原因究明に関する今後 の検討が必要であると感じた。 （徳重裕貴）

第10回日本創傷外科学会総会・学術集会

日本創傷外科学会学術集会は、ラフレさいたま
およびホテルブリランテ武蔵野で平成30年７月
５日、6日に開催された。創傷治療を幅広く扱う
本学会では近年注目を集めている創傷治療機器
の使用報告をはじめとして、基礎研究や重症症例
の治療方法に関するシンポジウムやパネルディス
カッションが開催された。以下に特に興味を引い
た演題について概要を報告する。

○感染創におけるNPWTi-d治療の有効性
草島英梨香（北海道大学）

陰圧閉鎖療法（NPWT）は創への持続的な陰圧
負荷による創部容積の減少効果、血管新生作用、
肉芽形成促進作用などを有し、創傷治癒の期間
短縮を図れることから、現在の創傷治療の主体
的役割を担いつつある。NPWTとして利用されて
いるV.A.C.®治療システムは1995年に 発売されて
以降、創傷治癒期間を大きく短縮させてきた一
方、創を閉鎖空間にすることから感染創への使
用は禁忌とされ、その適用が課題であった。し
かし、2017年に創内に洗浄液を周期的に自動注
入することで創の清浄化を促しながら陰圧を維
持（NPWTi-d）できるV.A.C. Ulta®治療システム
が、本邦で使用承認された。本演題は、感染症例
を含め従来の治療で難治とされてきた症例に対す
るNPWTi-dの治療効果について検討した内容で
あった。

NPWTi-dを使用した症例の内訳は、創傷患者
全31例33創傷であった。基礎疾患に慢性腎不全
27例、動脈疾患17例、糖尿病15例を認めた。疾
患部位の内訳は下肢27例、躯幹５例、上肢１例
であった。これらの患者に対して、既存の治療法
に加えてNPWTi-dを用いて治療した。その結果、
創傷治癒傾向を認めた例は23例、不変が５例、
悪化が２例であった（３例は５日以内に中断）。
また、治療期間は平均23日（２-31日）であった。

従来の治療法で難治だった創傷、特に感染例、
慢性腎不全による透析患者、動静脈性疾患による
難治性潰瘍症例で創傷治癒傾向を認めたことか
ら一定の効果があったと考えられる。また、NP-
WTi-dをテーマにした他の演者の発表でも臨床医
の本システムに対する印象が良いとする報告が多
く、今後の治療成績にも注目したい。本治療シス
テムは馬の創傷治療においても肉芽形成が乏しい
創、皮下膿瘍や血腫に対して有効な治療法となる
可能性がある。その一方で馬の創はヒト以上に感
染を伴うことが多いため、十分に注意する必要が
あると考えられる。感染ステージのどの段階まで
の使用が望ましいかについては、シンポジウムの
中でディスカッションが行われ、創への細菌感染
の段階を「①汚染→②細菌定着→③クリティカル
コロナイゼーション（細菌の増殖・臨界的定着）
→④感染（細菌数が高値となり組織に定着）」と
すると、「③クリティカルコロナイゼーション」
までの使用が望ましいという意見が多く、陰圧閉
鎖療法時の感染に対する慎重な姿勢がうかがえた。

○羊膜由来間葉系幹細胞のケロイド治療への応用
伊藤梨里（北海道大学）

ケロイドは、皮膚の創傷治癒過程で生じる真皮
線維芽細胞の増殖と過剰なコラーゲン蓄積を特徴
とする線維性疾患である。間葉系幹細胞から分泌
される様々な生理活性物質の中には、細胞増殖に
対して抑制的に働くものが存在する。そこで間葉
系幹細胞の免疫調整、抗炎症、抗線維化作用に着
目し、羊膜由来間葉系幹細胞のケロイド線維芽細
胞に対する抑制効果を検証した。演者らは患者か
ら正常皮膚由来、成熟瘢痕由来、ケロイド由来の
線維芽細胞を採取して羊膜由来間葉系幹細胞培養
上清（AMSC-CM）を作用させ、その増殖能や各
種遺伝子発現を評価した。その結果、AMSC-CM
は成熟瘢痕由来線維芽細胞の細胞増殖を有意に
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第107回日本病理学会

平成30年６月21～23日に、ロイトン札幌（北
海道札幌市）で開催された第107回日本病理学会
に参加した。以下に、興味深い演題に関して概要
を報告する。

○ダニ媒介性脳炎の病理
岩崎沙理ら （市立札幌病院） 

ダニ媒介性脳炎 （Tick-borne encephalitis; TBE） 
は、ダニ媒介性ウイルス （tick-borne encephalitis 
virus: TBEV） を原因とする人獣共通感染症であ
る。TBEV はヨーロッパから極東アジアにかけて
広く分布しており、年間１万人以上が TBEV に感
染する。本邦では、1993年に北海道で初発例が
報告されて以来、これまでに5例が報告されてい
る。これら5例のうち２名は死亡、１名は重度の
後遺症を残した。演者らは、本邦で発生した TBE 
1 例について発表した。

患者は 40 代、男性で、基礎疾患はなく、免疫
状態にも異常は認められなかった。同患者は道内
の林野で左腹部をダニに咬刺されたことから、近
医にて抗生物質の投与および咬刺部皮膚の外科的
切除を受けた。しかし、咬刺８日後に腹部ならび
に大腿部に違和感、咬刺14日後に両下肢の脱力
が認められ、検査入院となった。MRI検査では、
神経根炎および脊髄炎と診断された。その後、咬

刺15日後に四肢麻痺を呈した。咬刺16日後には、
呼吸不全、全身痙攣ならびに意識障害が進行し、
咬刺33日後に死亡した。ペア血清を用いた中和
試験において抗 TBEV 抗体価の上昇が認められた
ことから、TBE と診断された。病理解剖時、脳は
著しく軟化し、特に脳底部、小脳および側頭葉は
融解していた。その他に、灰白脊髄炎、髄膜炎、
神経根炎、末梢神経炎が認められた。組織学的に
は、脳幹および大脳の壊死、リンパ球性髄膜炎・
灰白脊髄炎・脊髄前角炎・末梢神経炎（坐骨神経炎）
が認められた。免疫組織化学的検索では、脊髄な
らびに延髄オリーブ核の神経細胞、小脳プルキン
エ細胞にウイルス抗原が検出された。文献では、
TBE は脊髄・脳幹・小脳にポリオ類似の灰白脊髄
炎を引き起こす。病理組織学的には、神経細胞の
壊死・CD8 陽性 T細胞や組織球による神経貪食、
囲管性リンパ球浸潤が特徴であると言われている。

TBEV は、北海道内の家畜や愛玩動物に感染が
確認されつつある。これまでに、道央から道南で
飼育されている馬が抗 TBEV 抗体を保有している
ことが明らかになっているが、馬に対する病原性、
臨床症状や病理学的特徴などは不明である。今後、 
TBEVの馬に対する病原性の解析などが期待され
る。

促進した。その一方で、ケロイド由来線維芽細
胞の増殖を抑制した。また、AMSC-CMはケロイ
ド由来線維芽細胞において、TGF-β刺激による
α SMAおよびSM22a（筋線維芽細胞マーカー）、
collagenⅠの遺伝子発現を有意に抑制した。結果
よりAMSC-CMは成熟瘢痕由来線維芽細胞の増殖
を促進して創傷治癒を促進する一方、ケロイド由
来線維芽細胞の増殖を抑制し、過剰な線維化を防
ぐという調節的な作用を持つことが示唆された。
また、羊膜由来間葉系幹細胞はドナーの侵襲がな
く大量に培養することができ、ケロイド治療の新
たな治療法として臨床応用、製剤化を目指すこと

が可能と思われる。
線維芽細胞の増殖という観点で、ケロイドはウ

マの下肢部創傷に生じる過剰肉芽に類似する点が
あり、本報告は大変興味深かった。ウマで生じる
過剰肉芽の原因は汚染が残存することによる慢性
炎症や創傷部の低酸素状態などがあげられ、これ
らに起因するTGF-βの産生亢進が過剰肉芽形成
に関与すると報告されていることから、本法がウ
マの過剰肉芽治療に有効かもしれないと考えた。
ウマの過剰肉芽は治療による制御が難しくなるこ
とも多く、本研究の臨床応用が期待される。

（三田宇宙）
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○ゲノムスクリーニングにおける病理検体のあり
方

桑田　健ら （国立がん研究センター東病院） 
平成30年４月、腫瘍患者を対象としたゲノム

スクリーニングが保険適用となった。その背景と
して、（1） ゲノム解析技術の改良によって、腫瘍
の原因となる遺伝子の変異が相次いで発見された
こと、（2） 遺伝子変異を有する一部の腫瘍に対し
て、分子標的薬が高い治療効果をもつことが挙げ
られる。さらに、次世代シークエンサー （NGS） 
の開発によって、多数の遺伝子変異を網羅的に短
時間で検出することが可能となり、ゲノム検査は
欧米を中心に広く実施されている。現在、米国
では100種以上の遺伝子に関する網羅的変異解析 

（クリニカルシークエンス） がアメリカ食品医薬
品局 （FDA） の承認を受け、ほぼ全てのがん患者
がゲノム検査を受けている。演者らは、2014年
に発足した産学連携全国がんゲノムスクリーニン
グプロジェクト （SCRUM-Japan） の研究代表機関
として、消化器癌および肺癌のクリニカルシーク
エンスを実施してきた。本演題では、ゲノム検査
に用いる検体の正しい取扱い方法や検査方法につ
いて報告された。

日常の病理組織診断には、生検もしくは外科手
術などで採取・切除された組織のホルマリン固定

パラフィン包埋 （FFPE） 検体あるいは凍結検体が
用いられるが、多くの医療施設ではFFPE 検体が
より一般的である。ホルマリンは、核酸やタンパ
ク質に化学的あるいは物理的修飾（いわゆる変性
や分解）を引き起こす。そのため、FFPE検体か
ら抽出した核酸をゲノム診療に用いる場合、核酸
の変性・分解を最小限にとどめるよう注意を払う
べきである。例えば、固定前プロセスでは、臓器
摘出から固定までの時間を最小限 （３時間以内） 
にし、さらに固定までは冷却することが望ましい。
さらに、ホルマリンによる固定は ６～48 時間以
内にとどめ、検体から抽出した核酸は Qubitなど
の蛍光高度計を用いて dsDNA を測定すべきであ
ることなどが推奨されている。さらに、核酸の分
解度を測定し、より高品質の核酸をゲノム検査に
用いることが検査の成否に直結することが報告さ
れた。

FFPE 標本からの核酸抽出ならびに遺伝子増幅
は、獣医病理学分野においても癌診断や病原体
同定にしばしば用いられている。しかし、house 
keeping 遺伝子さえも増幅できないことが少なく
ない。今後、病理担当者として標本の作製過程に
注意を払う必要があると考えられた。

（越智章仁）

第26回日本運動生理学会大会

平成30年７月28日～30日に大阪府泉南郡熊取
町にある大阪体育大学で開催された第26回日本
運動生理学会大会に参加したので、その概要を報
告します。

日本運動生理学会は日本体力医学会に比べると
比較的小規模な学会であるが、４つの特別講演や
教育講演、４つのシンポジウム、20題の口頭発
表や24題のポスター発表が行われており、いず
れの発表もレベルの高いものであった。その中で、
サラブレッドの研究やトレーニングにも応用でき
そうな発表を紹介したい。

○運動中の吸気負荷が呼吸応答、呼吸筋仕事量お
よび循環動態に及ぼす影響

管根大幹ら（広島大学）
近年、呼吸筋をトレーニングすることによっ

て、スポーツパフォーマンスを向上させようとす
る呼吸筋トレーニングが行われるなど、吸気中に
陰圧を負荷する方法に注目が集まっている。運動
時は換気量が増加し呼吸筋活動が活発になってい
るが、これによる呼吸筋での酸素需要の高まりに
より、呼吸筋と活動筋との間において血流の競合
が生じることが報告されている。運動中に吸気に
対して抵抗を負荷し、呼吸筋に負荷をかけること
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で、呼吸循環応答および代謝応答は変化すること
が予想されるが、これについては十分に明らかで
はない。そこで、本研究では一定負荷運動中の吸
気負荷が呼吸応答、呼吸筋仕事量および循環状態
におよぼす影響について検討した。方法は健康な
男子大学生９名を被験者とした。60％ V

・

O2maxの
強度で一定負荷運動を16分間行った。運動開始8
分間後より４分間にわたり、吸気加負荷を吸気時
の口腔内圧が随意最大吸気圧の30％となるよう
に吸気孔を半分に狭くした。この時、換気量、酸
素摂取量、呼吸筋仕事量、心拍数を測定した。結
果、運動中、吸気中無負荷時と比較して吸気加負
荷により換気量は有意に低下した。一方、酸素摂
取量および呼吸筋仕事量は有意に高値を示した。
また、心拍数は吸気中無負荷時と比較して吸気加
負荷により有意に高値を示した。以上のことから、
呼吸抵抗の増加により呼吸筋活動が増加し呼吸筋
の酸素消費量が高まることで、循環動態にも影響
をおよぼすことが示唆された。

馬においては、キャンター以上のスピードでの
走行では、呼吸と完歩がカップリングするために
１呼吸の時間が短く、呼吸筋を鍛えることは難し
そうである。しかし、オールアウト直前には、呼
吸困難感からか、明らかに通常よりも換気量の大
きいな呼吸が認められる。このことは酸素摂取量
が増加する可能性を示しており、最大酸素摂取量
の漸増が筋の動員パターンの変化のみではないこ
とを示しているのかもしれない。

○スポーツ現場におけるヒートストレスと脱水予
防

寄本　明（京都女子大学）
外部（環境）と内部（代謝）から生体に加えら

れるヒートストレスが過剰になり、体温調節が
破綻したときパフォーマンスの低下だけではな
く死に至るリスクが非常に高くなる。ヒトの深部
体温は10 ℃低下しても耐えられるが上昇は５℃
までしか耐えられない。ヒートストレスによる高
体温と脱水症は熱中症であり、日本のスポーツ現
場においても多くの発生が認められる。運動時の
ヒートストレスには水分と電解質の補給が脱水の
予防、パフォーマンス向上の最も重要な要素とな

る。現在のスポーツ現場で積極的、意識的に水分・
塩分摂取を行っているが、それでも脱水症が多く
認められ、特に塩分不足は深刻な例もある。我々
の研究では大学の漕艇選手の一日の水分出納は約
7.3 Lで平衡状態であり、ナトリウム出納を食塩
量に換算した値では約26.5 gの損失に対し、摂取
量は約12.2 g 、補給率は約46％であった。塩分
欠乏が原因と思われる熱けいれん例も見られた。
日本人の食事摂取基準（2015）での食塩摂取目
標量は一日男性８ g 、女性７ gであるが、これは
一般人の値であり、別途環境活動量を評価して考
える必要がある。一方、体温調節では暑熱下の野
球練習時に水分を摂取しなかった場合、直腸温は
約39.5 ℃まで上昇し疲労困憊に陥ったが、水分・
塩分を摂取した場合は体温上昇が抑制され運動が
継続できた。このような適切な水分・塩分補給は、
脱水を抑制し、高体温や熱中症を回避できる。脱
水によるパフォーマンス低下は２％脱水で有酸素
能力、４％脱水で無酸素能力の低下が見られた。
そのため、脱水およびパフォーマンス低下を予防
するためには練習時、食事時における水分と電解
質の補給が必要であると考えられる。

ヒトのアスリートにおいて、塩分出納で10 g以
上摂取不足のケースが散見されることは、かなり
意識的に塩分をとらないとすぐにナトリウム不足
に陥ってしまう場合が多いことを示している。馬
においても、激しい運動時には１日の食塩必要量
は100 g以上と考えられているが、運動による発
汗によって10 ㎏以上体重が減る場合も見られ、
状況によって、要求量はこれ以上の可能性も考え
られる。ヒトより汗腺でのナトリウム回収率が低
い馬においては、特に夏場、飼養管理者はトレー
ニングに応じてナトリウム要求量をきめ細かく計
算する必要があると思われた。 （大村　一）

○高強度・短時間・間欠的トレーニング（タバタ
トレーニング）の理論的背景

田畑　泉（立命館大学）
最大酸素摂取量を向上させるには、最大酸素摂

取量の50%以上の中強度運動を20分以上行うこ
とが必要であるという確固としたエビデンスがあ
る。一方、欧米で最大酸素摂取量よりも高い強度
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（supramaximal）の運動を用いたトレーニングが
流行している。YouTubeや多くの検索サイトで、
高強度運動トレーニング（high intensity training: 
HITあるいはhigh intensity interval (intermittent) 
training: HIIT）で多くヒットする。高強度運動ト
レーニングの流行に影響を与えたと推察される
のが、演者らが1990年代に発表した論文である

（Tabata et al. Med Sci Sports Exerc, 1996; Tabata 
et al. Med Sci Sports Exerc, 1997）。このトレーニ
ングは、10秒間の休息を挟み、最大酸素摂取量
の170%の強度による20秒間の自転車エルゴメー
ター運動を間欠的に行い、７～８セット目の運動
で疲労困憊にいたるような高強度・間欠的（inter-
mittent）トレーニングである。このトレーニング
で用いる運動の最終セットで最大酸素摂取量が観
察され、さらにこの間欠的運動の総酸素借が最大
酸素借に達することにより、この運動は有酸素性
および無酸素性エネルギー系を最大に刺激するこ
とが明らかとなった。実際にこの運動を用いたト
レーニングを行ったところ、いわゆる持久的ト
レーニングをしていないにもかかわらず、６週間
で最大酸素摂取量が10% 、最大酸素借が28%も増
加した。これが基本的なタバタトレーニングのエ
ビデンスである。

持続的運動であれば170%V
・

O2max強度ではお
よそ50秒程度しか運動できないが、休息を挟む
ことによって140～160秒（20秒 x ７～８回）運
動できるようになるため、約３倍の運動量をこな
すことができる点がこのタバタトレーニングの利
点であると演者は述べていた。このトレーニング
は元々自転車エルゴメーターで実施したものであ
り、自転車エルゴメーターの場合は20秒の高強
度運動のあとに完全に休息することができるため
間欠的なトレーニングになるが、トレッドミル走
の場合は休息時間に通常ジョギングをすることに
なるため、厳密にはインターバルトレーニングに
なるようである。講演中には、大学生が休息時間
になった瞬間にトレッドミルの端に飛び乗り、再
度運動時間になるとトレッドミルのベルト上に飛
び乗っていたトレーニング風景の動画も紹介して
いた。サラブレッドの場合はもちろんそのような
軽業はできないので、急激な減速と加速を繰り返

すタイプのインターバルトレーニングをせざるを
得ず、厳密な意味でのタバタトレーニングは困難
である。しかし、近年報告が相次いでいるHIITは
間欠的トレーニングよりインターバルトレーニン
グの方が多く、その点から考えると、サラブレッ
ドのトレッドミルトレーニングにおいても同様の
効果が期待できる可能性は十分にあるだろう。

○高圧曝露が長期間トレーニングを積んだマウス
の全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）
高圧曝露が、マウスの持久的運動能力を高

めることを昨年報告した（Suzuki, Physiol Rep, 
2017）。本研究では、幼若期から長期間トレー
ニングを積んだマウスの持久力向上に及ぼす効
果を観察した。５週齢のマウスに７週間自発走
運動を負荷した。その後、トレッドミル走によ
る持久的運動群（ET, 20 - 32.5 m/min, 1 h/d）、
持久的運動＋高圧曝露群（HypET, 1.3気圧, 1 h/
d）、インターバル運動群（SIT, 30 - 42.5 m/min, 
5s-run/10s-rest, 25 min, 2 set/d）、インターバ
ル運動＋高圧曝露群（HypSIT）に分けて４週間（週
６日間）実施した。持久的運動能力は、HypET群
とHypSIT群で有意に増加したが、インターバル
走運動能力はHypSIT群でのみ増加した。腓腹筋
とヒラメ筋の筋重量体重比がHypSIT群で顕著に
増加した。腓腹筋の３-ヒドロキシアシルCoAデ
ヒドロゲナーゼ（脂質のβ酸化に関わる律速酵素
でミトコンドリアに存在する）活性はET群より
HypET群で有意に高い値を示した。横隔膜のクエ
ン酸合成酵素（ミトコンドリアのクエン酸回路の
律速酵素）活性はHypET群とHypSIT群で有意に
増加していた。これらのことから高圧曝露は、長
期間トレーニングを積んだマウスにおいても持久
力向上に寄与することが示唆された。

演者らは以前から低酸素トレーニングに関する
研究を実施しているが、今回は低酸素ではなく
高圧曝露に注目したようである。高地トレーニ
ングをシミュレートするために低圧環境を利用す
る研究や怪我の治療のために高圧高酸素曝露を利
用する研究は以前から実施されているが、運動パ
フォーマンス向上のために高圧曝露を実施した研
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平成30年８月２日から４日になら100年会館な
らびに奈良県立医科大学にて開催された「第43
回組織細胞化学講習会」に参加したので、その概
要を報告します。

本講習会は、日本組織細胞化学会が主催する組
織細胞化学分野の基本的な知識や実験手技の習得
を目的とした講習会である。講習内容は標本作製
における組織固定法や免疫組織化学の原理の理解
など実験の遂行にあたり実務に直結する講演で構
成され、若手研究者が300人以上参加していた。
講習内容は基礎理解の内容から例年と同様の内容
も多いが、２割程はその年のテーマに沿った新た
な内容の講演が含まれ、本年は「組織細胞化学技
法の基礎から最先端まで」というテーマの基に化
学発光ライブイメージングや臓器透明化技術の進
化について講演がなされた。さらに、３日目には
奈良県立医科大学において技術講習会が行われ、
座学で学んだ内容を掘り下げた実技講習や近年開
発された研究機器について知識を得ることができ
た。各講演に共通して、実験手法を学ぶだけでな
く問題に直面した際にどのようにトラブルシュー
ティングを行うべきかについて丁寧な説明がなさ
れており、今後の研究の糧になる講習会であった。
講習の中で特に興味をもったものについて以下に
報告する。

○組織化学における抗体作製法
　　渡辺雅彦（北海道大学）

免疫組織化学法をはじめとした抗体を用いる実
験では特異性ならびに親和性が高い抗体を準備す
ることが実験を正確かつ効率よく行うために欠か

第43回組織細胞化学講習会

せない。演者は30年以上抗体作製を行ってきて
おり、抗体作製のコツやトラブルシューティング
について詳細な講演がなされた。その中でも今後
研究を行っていくなかで特に有益と考えられる抗
原部位の選択と特異性の検定について報告する。

抗体を作製する際には抗原部位の選択が必要で
あり、タンパク質の末端配列は抗原部位の第１選
択になる。その理由はタンパク質の末端配列は遊
離端となることが多いため立体構造が内在性タン
パク質と類似し、特異抗体が作られる確率が高い
ためである。しかし、末端配列を選択できない場
合は親水性アミノ酸を多く含む領域を選択するこ
とになる。これは親水性の高い領域は細胞質と接
する分子表面に露出しており、抗体からのアクセ
スが良いと考えられるからである。次に、抗原蛋
白の長さは20～50アミノ酸残基に設定する。初
心者ほど長い抗原蛋白を設計しがちであるが、長
いほど大腸菌を用いた発現が難しく、たとえ発現
しても翻訳が途中で停止したラダータンパク質が
多くできてしまい質の悪い抗体作製につながるこ
とが多い。

演者の経験上、特異抗体作製の成功率は約５%
しかなく、抗体を作製するには非常に多くの時間
と費用がかかる。また、ウマのタンパク質に対す
る商品化された抗体は他動物に比べて少ないた
め、このような場合には相同性が高いタンパク質
をもつ異種動物に対する抗体がしばしば用いられ
る。抗体作製時や異種動物に対する抗体を使用す
る際に重要なことは特異性の検定を行うことであ
る。検定方法として遺伝子ノックアウト動物や組
織の陰性コントロール、ノックダウン組織の陰性

究はあまり多くない。しかも今回の研究では高圧
環境下でトレーニングするわけでもなく、比較的
短時間（１時間/日）チャンバーに入ることを組
み合わせるだけで運動能力が向上し、さらに筋肥
大もするという夢のような実験結果である。高圧
曝露のどのような刺激がこのような適応につなが

るのかというメカニズムについては、今のところ
まるで分からないという話であったが、今度の研
究の進展に期待したい。サラブレッドにおいても
高圧酸素治療用のチャンバーを流用すれば高圧曝
露は可能と思われる。 （向井和隆）
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コントロール、正常動物における基本的な染色パ
ターン、真核細胞への強制発現による陽性コント
ロール、抗原吸収テストによる陰性コントロール
などがあげられる。それぞれの方法にコストの違
いや材料が組織切片なのか、もしくは培養細胞な
のかなどの違いがあるため、研究に合った検定方
法を実施すべきである。さらに、いかに特異性の
高い抗体が作製できたとしても十分な親和性がな
い抗体では実験に使えない。演者は抗体の親和性
について固定方法との関連を例にあげて紹介して
いた。演者の研究の中にシナプス後膜のタンパク
質の検出があるが、シナプス後膜はタンパク質密
度が非常に高く従来のPFA固定ではタンパク質同
士の架橋反応によりタンパク質密度がさらに増す
ため抗体アクセスが難しい問題があった。そこで、
昨年海外から報告された比較的架橋反応が弱く、
形態保持にも優れているグリオキサール固定を
行ったところ抗体感度が非常に高くなったと紹介
していた。抗体反応が良くないときには実験プロ
トコルの様々な点を検討しなくてはならないが、
その中でも固定方法を検討することの大切さを再
認識した。

○病理組織細胞検体を用いたMicroRNA（miRNA）
の検出法

藤井智美（奈良県立医科大学）
病理組織細胞診断は形態学的、免疫組織化学的

手法のみならず固定・包埋された組織から核酸抽
出・増幅を行うことで疾患特異的な遺伝子異常を
捉えることによっても可能である。しかしながら、
一度ホルマリン固定・包埋された組織中の核酸は
分解やクロスリンクなどにより効率的な抽出・増
幅が難しい。そこで本講演では、組織切片中から
比較的短い核酸であるmiRNAを抽出し、増幅す
る方法について紹介された。miRNAは19～25塩
基からなる低分子量RNAで標的となるmRNAに結
合してmRNAの転写、翻訳の阻害や分解を行うこ
とで発生、細胞増殖、分化などの生体内プロセス
に関与している。miRNAを固定組織から抽出する
時には市販のキットを用いて行えるが、特に注意
すべきポイントは固定時間とProtenase K処理で
あるようだ。固定時間は短いほうが望ましく一般

的に用いられる10%中性緩衝ホルマリンであれば
24時間以内が推奨され、演者の経験では長くて
も1週間以内が望ましいとのことだった。また、
脱パラフィン後にProteinase K処理を行うことに
よってmiRNAのクロスリンクを外すことが重要で
あり、この処置の有無でリアルタイムRT-PCR法
の検出感度に差がでることが多いと述べていた。

miRNAは遺伝子やタンパク質の発現を制御する
役割があることから各種疾患の病態解明・診断・
治療に役立てられており、これに関連する研究を
行う際には本講習で得た知識を活用したい。

○ウエスタンブロッティングの最先端技術紹介
講習３日目に技術講習会が行われ、実験動物

の取り扱いからリアルタイムPCRの手技習得など
様々な内容の14コースが開催された。筆者は「ウ
エスタンブロッティングの最先端技術紹介」に参
加したので、その概要を報告する。

①全自動ウエスタン
本講習は従来のウエスタンブロッティングで行

われているサンプル調整、電気泳動、メンブレン
への転写、抗体反応、検出の一連の操作を全自動
で行う機器を用いた実習であった。使用機器は
WesTM（プロテイン シンプルジャパン株式会社）
で、従来は多くの研究者が１日～２日かけて測定
していたウエスタンブロッティングのプロトコル
を測定開始からわずか３時間で完了することが最
大の特徴である。本機器ではキャピラリー内でタ
ンパク質分離から発色までの反応が行われる。測
定時間短縮の１つの理由はメンブレンへの転写が
不要ということである。キャピラリー内部にはベ
ンゾフェノンが塗布されており、タンパク質分離
後のUV照射がタンパク質のクロスカップリング
をおこすことでキャピラリー内にタンパク質が固
定化される。この技術によりキャピラリーからの
ゲルの溶出が可能となり、キャピラリー内部で抗
体反応を行えるため転写が不要となっている。ま
た、その他にもこの機器の利点として以下のこと
があげられる。
•広範囲（2～440kDa）の分子量のタンパク質を

測定できる
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•必要なタンパク質量が少ない（従来法より概ね
10分の1）

•再現性が高い
•一度に多数のサンプルを測定可能（25レーン

あり、それぞれのレーンでサンプルと抗体を変
更可能）

•初心者でも扱える（技術習得にかかる時間が少
ない）
本機器ではタンパク質のクロスカップリングを

行うため、従来法で用いられている抗体の親和性
に変化があるかもしれないという懸念はあるもの
の、従来法に比べて検出感度や再現性が高いため
低発現タンパク質を目的とする実験などに有用と
考えられる。

②シングルセル・ウエスタン
従来のウエスタンブロッティングは細胞集団

を対象にしたデータしか得られなかったのに対
し、近年開発されたシングルウエスタンシステム
MiloTM（プロテイン シンプルジャパン株式会社）

では細胞１個に対してウエスタンブロッティング
が可能である。測定原理は、6000個以上のウェ
ル（7～25μm）とそれぞれのウェルに対応した
測定レーンをもつプレートに細胞懸濁液を撒き、
重力沈降によってウェルに細胞を入れる。その後、
細胞の溶解とタンパク質分離を行いプレート上で
抗体反応と検出を行う。ウェルに細胞が入る個数
はポアソン分布に従うためウェルの15%ほどの数
の細胞しか評価できないものの、1回の測定で約
1000個の細胞に対してウエスタンブロッティン
グ可能である。本法ではゲル内にタンパク質を残
した状態で抗体反応を行うため、従来法に比べれ
ば抗体の親和性が落ちると予想されるものの、こ
の課題をクリアできる実験条件であれば、細胞集
団のサブポピュレーションを評価する手段として
有用と考えられる。特にフローサイトメトリーで
細胞集団のサブポピュレーションを調べる際には
細胞表面のタンパク質のラベルが主流であるが、
本法では細胞内のタンパク質に対して調査できる
ことが特徴である。 （三田宇宙）
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