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拡張型心筋症を疑った競走馬の 1 症例 

鈴木 吏（社台ホースクリニック） 

【はじめに】ヒト・犬・猫の心筋症は、主に肥大型・拡張型・拘束型などの発生がみられるが、

馬においては、拡張型心筋症のみが特発性かつ散発的に発生するとされている。原因は不明で、

心筋炎の続発と思われる症例の報告もある。発生は極めて稀であるため、その診断基準も設定さ

れていない。今回我々は、運動不耐を呈する現役競走馬において、拡張型心筋症を疑い、経過を

観察し、最終的に病理解剖検査を実施したので報告する。 

【症例と経過】サラブレッド種、５歳、現役競走馬、雄。左後肢球節における第一趾骨背側の小

骨片摘出手術が実施され、競走復帰に向けて調整中であった。術後約 2 カ月目から徐々に運動負

荷を強化した。術後 4 カ月ほど経過したころ、トレッドミルで軽いキャンター（時速 32Km/hr-

傾斜角度 6 度）をさせると、異常な発汗がみられ、苦しそうな様子が見受けられた。坂路調教で

も同様の症状がみられた。馬装時に嫌がるそぶりや、震えるなどの行動異常もみられるようにな

るなど、症状は徐々に悪化し、運動後に馬房に戻すと疝痛様の症状を呈することもあった。その

際、虚脱状態に陥り膠質液の急速輸液などの処置がなされたこともあった。以上の経過より、運

動不耐の原因究明を目的として、社台ホースクリニックに検査依頼された。 

 喉頭内視鏡検査では異常を認めなかった。不整脈および心雑音は聴取されなかったが、循環器

疾患の可能性を考慮して、心エコー検査や運動時心電図検査を実施した。 

1 度目の検査では、大動脈弁逆流、左室内径拡大、収縮力低下が認められたが、いずれの所見

も軽度であり、症状との関連性は不明であったため、1 カ月後に再検査を実施する事とした。 

1 カ月後、症状に変化はなかった。心エコー検査にて、明らかな左室拡張と収縮力低下を認めた。

運動時心電図検査では、速歩時に R-R 間隔の不整（期外収縮の頻発）が認められたが、キャン

ターでは異常が消失した。以上の検査所見より、拡張型心筋症を疑い、競争馬としての予後は不

良と判断したが、後学のために更に 1 カ月後に検査を実施した上で病理解剖検査に供した。病理

解剖検査では、洞房結節の線維化ならびに右心房筋間線維増生を認めるのみで、心室の拡張は認

められなかった。 

【まとめと考察】3 度目の検査において、左室拡張の程度が軽減し、収縮能が回復していたこと

は確認できていた。しかしながら、経済的事情もありそれ以上の経過を観察することはできなか

った。最終検査から剖検までに約 3 週間が経過したため、検査結果の相違が生じたと思われる。 

 馬における拡張型心筋症は、未だ診断基準のない疾患であり、本症例のように進行性の病態変

化の中でこのような所見が得られる可能性があるため、診断には慎重を期す必要があると思わ

れた。一部、不整脈源性右室心筋症にも類似した所見が得られてはいるが、病理組織検査におい

ては右室自由壁に異常はみられなかった。以上の所見から、分類不能型心筋症と診断することが

適当であると思われた。 



超音波検査による馬の内頚動脈分岐パターン分析と臨床応用 

 

 〇加藤史樹 鈴木吏 山家崇史 田上正幸 田上正明 （社台ホースクリニック） 

 

【はじめに】馬の喉嚢真菌症の治療に際し、内頚動脈の走行を把握することは非常に重要である。

成書には総頚動脈から内頚動脈、後頭動脈の順に分岐することが示されており、喉嚢真菌症に対

する内頚動脈塞栓術に応用される。しかし、この分岐パターンとは異なる症例が存在することも

報告されている。そこで今回我々は、超音波を用いて内頚動脈の分岐パターンを調査し興味ある

知見が得られたので、その概要を報告する。またこの結果を利用し内頚動脈コイル塞栓術に超音

波ガイドを応用した症例についても紹介する。 

【症 例】全例 2歳以上のサラブレッドで、上部気道疾患の検査または手術のために来院した 40

頭と喉嚢真菌症の臨床例 1 頭であった。超音波検査は、デトミジン 10μg/kg 静脈内投与による

鎮静下、頭頸部をやや前下方へ伸展させて保定、喉頭部を剪毛し、アルコールとエコーゼリーを

塗布して行った。13MHz リニアプローブを用いて総頚動脈から末梢に向かって内頚動脈および

後頭動脈の分岐をスキャンし、41 頭 79 部位（左 40、右 39）から得られた分岐パターンを記録

した。 

【結 果】内頚動脈と後頭動脈の分岐パターンには、①成書通り、②総頚動脈からの分岐は 1本

で、その後内頚動脈と後頭動脈に分岐、③後頭動脈、内頚動脈の順に分岐、④総頚動から同時に

内頚動脈と後頭動脈が分岐する、の 4パターンが存在し、分岐が確認できないものが 2.5％（2/79）

あった。①の分岐パターンを示した割合は、64.6％（51/79）であった。②③④の割合はそれぞれ

24.1％（19/79）、5.1％（4/79）、3.8％（3/79）であった。①の左右の内訳は、左が 75.0％（30/40）、

右が 53.8％（21/39）で、右で低かった。 

【臨床例での応用】右側喉嚢真菌症による鼻出血で来院した４歳、雌、競走馬（繁殖共用予定）

の症例で、内視鏡検査により右内頚動脈からの出血と診断された。超音波による内頚動脈の分岐

パターンは④であった。イソフルラン吸入麻酔下左側臥にて内頚動脈コイル塞栓術を実施した。

頸部中央で総頚動脈を露出し、穿刺切開にてシースイントロデューサーを挿入した。超音波を分

岐部に固定してカテーテルを進め、１回目が外頚動脈に誤って入るのがリアルタイムで確認でき

た。２回目の操作ではうまく内頚動脈にガイドでき、さらに内頚動脈内をカテーテルが進む様子

も追跡可能であった。 

【考 察】今回の調査から、内頚動脈分岐パターンにはバリエーションが存在することが判明し

た。内頚動脈分岐パターンの把握に超音波を用いる方法は、従来行っていた術中の造影 X線検査

に比較して、術前に簡便に行うことができ、X 線被ばくも無くかつ低侵襲である。さらにスムー

ズなカテーテル操作と確実性の向上につながり、手術時間の短縮に貢献するものと思われた。喉

嚢背側部の内頚動脈を観察することは難しいため、コイルの位置確認のための X線検査の併用は

必要である。超音波を用いて内頚動脈分岐パターンを術前に把握しておくことは、内頸動脈塞栓

術における手術手技の計画および術中のガイドにおいても非常に有用であると思われた。 



呼吸器症状を呈した 1例 

前田昌也・池田寛樹・野坂拓史・吉岡一郎（HBA静内支所） 

 

【症例】サラブレッド 1歳 牝 

第 1病日 ：異常呼吸音・努力性呼吸・T39.1℃・echoで肺の軽度 comet sign 

Recurrent airway obstruction を疑いデキサメタゾン＋CTF・GM

投与＋プレドニゾロン・サルブタモール内服指示 

第 3病日 ：解熱・症状緩解し治療終了 

第 15病日：呼吸器症状再発、内服薬でも改善せず 

      畜主の希望により加療を避け放牧管理での経過観察 

第 38病日：放牧地で死亡を発見→剖検へ 

【剖検所見】 

直接の死因：胃破裂を確認。胃潰瘍は軽微 

呼吸器所見：肺両側前葉の肝変化 

      気管内の泡沫性粘液充満 

      咽喉頭部：左披裂軟骨小角突起の腫脹と気管粘膜側の肉芽増生 

           呼吸器症状の原因は左披裂軟骨炎と考えられた 

 

【症例の背景】 

2018年北海道市場オールカマーセールにおける上位 10頭内の高額取引馬 

 

レポジトリ資料の内視鏡動画： 

「片麻痺」GradeⅡaだが左披裂軟骨粘膜面の肉芽増生・対側の潰瘍 

14名、内少なくとも 6名が獣医師による閲覧履歴 

落札者はレポジトリ資料を閲覧していなかった 

 

【まとめ】 

・そもそも 1歳馬に対する「息労」という診断には問題があった 

・呼吸器症状のストレス→胃潰瘍？？？ 単純な過食？？？ 

・市場前検査時に疾病の兆候がありながら、活発なセリから高額取引となった 

・購買者に依頼された読影獣医師は所見を報告できていたか？ 

・販売者に依頼された撮影獣医師は所見を報告できていたか？ 

 

【私見】 

「強い馬」選びに対するレポジトリ資料の重要性は疑問だが、本例の病態を見

落とすようなスキルで獣医師が携わっているとすれば問題ではないか。 



間質性肺炎を発症した当歳馬の 4症例  

追分ファーム 伊藤花菜子 

 

【はじめに】 

当歳馬における肺炎は馬の生産地において遭遇する確率の高い疾患のひとつである。その中でも間

質性肺炎は一般的に進行性の病態を呈し、予後は不良となる場合が多いと言われている。当牧場に

おいて以前（2012-2017年）は間質性肺炎と確定診断できず治療が遅れ、死亡後の病理解剖におい

て間質性肺炎と診断されており、3頭中 3頭死亡していた（生存率 0％）。それをふまえ 2018 年を

境に検査法および治療法を見直したため概要を報告する。 

【材料・方法】 

サラブレット種。2018-2019 年に当牧場で誕生し間質性肺炎と診断した当歳馬 4症例。診断法とし

て発熱や白血球の上昇を伴う呼吸数促拍（50 回/分程度）を基準とし、胸部レントゲン検査を行っ

た。使用した機材は富士フイルム製の DRとポータブルのレントゲン照射器で出力は 90kV、1.8mAs

であった。すべての症例で肺野においてすりガラス状所見を認めた。その後、症状に応じて数日毎

の血液検査と 1週間毎のレントゲン検査によるモニタリングを実施した。 

治療法としてエクセネル 10mg/kg、ゲンタマイシン 6.6mg/kg、ミノサイクリン 4.4mg/kg、ST合剤

30mg/kgの抗生剤投与と吸入療法（デキサメタゾン：ゲンタマイシン:アセチルシステイン=2:1:3）

を症状に応じて 2～4回/日、酸素の 24時間吸入および ADRCs の静脈内投与を行った。 

【結果】 

2018-2019年では呼吸促拍を認めた症例 4頭のうち、すべての症例において間質性肺炎のレントゲ

ン検査所見がみられた。生後 2か月以内に発症し、そのうち 4頭中 3頭生存した（生存率 75％）。

発熱を認めてから呼吸促拍まで 1～18日間（中央値 5.5日）。生存した 3頭の初診時の呼吸数は約

50 回/分であるがその数時間後には約 100 回/分まで上昇していた。死亡した 1頭においては初診時

から呼吸数 120回/分であった。また初診時の白血球数は 10700～36700μl（中央値 23600μl）で

あった。胸部レントゲン検査所見が良化を認められる日数は 10～15日であった（中央値 13日）。

酸素の吸入は発症から 2～9 日（中央値 4日）で終了した。生存した症例の治療日数は 30～45日

（中央値 40 日）であった。 

【考察】 

生後 2か月以内の当歳馬で呼吸促拍を認めた場合、間質性肺炎を疑う必要があることが示唆され

た。レントゲン検査により間質性肺炎と診断された場合、治療法を即座に変更することで生存率を

大幅にあげることができた。間質性肺炎の初期の病態において症状に気づき治療を開始することに

より治癒したのではないかと考えられる。発症した 4頭のうち 3頭は最初から間質性肺炎を疑った

が 1頭はロドコッカスの治療から間質性肺炎へ移行する経過をたどった。そのような症例に関して

は移行するタイミングでいかに早く発見し診断するかが重要である。DRとポータブルのレントゲン

照射器を使用し現場で診断できることも早期診断につながり、早期に治療を開始することによって

助かる可能性は高くなると思われる。また今回死亡した症例に関しては体温と呼吸数の上昇が著し

く、治療しても症状の良化が認められなかったことから選択した抗生剤が効いていなかった可能性

もあり、今後より症例数を増やし検討する必要がある。 



馬の副鼻腔嚢胞に対して Frontonasal Bone Flap を実施した 5 症例 
 

○山家崇史 1） 加藤史樹 1） 鈴木吏 1） 田上正幸 1） 
後藤聡 2） 森山友恵 2） 千葉暁子 2） 都築直 2） 南保泰雄 2） 田上正明 1）2） 

1）社台ホースクリニック 2）帯広畜産大学 
 

【はじめに】馬における副鼻腔炎は、細菌感染に由来する一次性副鼻腔炎と、歯科疾患およ

び腫瘍に起因する二次性副鼻腔炎に分類され、副鼻腔嚢胞（SC）は二次性副鼻腔炎の一つと

されるが、その病態の解釈は確立していない。SCが形成されると、顔面の腫脹や鼻汁の漏出

などの症状を呈し、嚢胞が大きくなると鼻腔を閉塞させる。今回、SC を発症した 5 症例に

対して Frontonasal Bone Flapを実施したので、その概要を報告する。 

 

【症例】症例はサラブレッド種 4頭、重種 1頭（雄 4頭/雌 1頭、当歳 1頭/1歳 2頭/2歳 2

頭）であった。罹患部位は右側副鼻腔 2頭、左側 3頭であり、全頭で顔面の腫脹、鼻汁漏出

と鼻腔狭窄による異常呼吸音が認められた。レントゲン検査では、全頭で前頭洞および上顎

洞にレントゲン透過性の低下を認める拠性病変と鼻中隔の変形が認められた。内視鏡検査で

は、全頭で罹患側の鼻腔狭窄が認められた。2 頭では術前に 16 列 MDCT（Aquilion、135kV、

300ｍA、スライス厚 0.5ｍｍ)を用いて CT 検査を実施した。再構成後、画像解析ソフト

（Virtual Place、AZE）を用いて画像の評価を実施した。 

 

【術式】手術はイソフルラン-酸素吸入麻酔下で実施し、体位は胸骨座位でおこなった。前

頭骨から鼻骨にかけて四角形の開窓部の三辺を骨切りし、骨フラップを作成した。骨フラッ

プを起こした後、副鼻腔内の観察を行った。全頭で前頭洞は本来あるべき隔壁構造が消失し、

前頭洞と上顎洞の交通が認められた。内腔には被嚢した嚢胞や壊死組織が認められ、骨組織

は脆弱化していた。一部には膿性あるいは漿液性の液体の貯留も認められた。SC および壊

死組織、内腔粘膜を摘除し、副鼻腔内の洗浄を実施した。最後に上顎洞に造孔し、バルーン

カテーテルを留置することで、術後の洗浄を可能とした。骨フラップの角の辺縁と本体側に

ドリルで造孔後、縫合糸を通し、結紮することによりフラップを閉鎖した。 

 

【結果】最初の 1頭は起立後に左後肢のミオパチー様症状を呈したが翌日に良化した。その

後の症例ではミオパチーの予防のため、手術中に吊起帯を使用して 30 分毎に後肢の体位変

換を実施した。手術時間は平均 92.6分（92～101）、覚醒時間は平均 57.8分（20～84）であ

った。術後、徐々に顔面の腫脹と鼻腔の狭窄は良化した。摘出した嚢胞の病理組織検査によ

って、1頭は骨形成性線維腫と診断された。 

 

【考察】SCが認められた症例に対し、術前 CT検査を実施することで複雑な構造の副鼻腔内

にある病変部の範囲を特定することが可能であり、手術計画の作成に有用であった。

Frontonasal Bone Flap を実施することで副鼻腔内をくまなく精査することが可能であり、

SCの摘出および罹患部位の洗浄を効率よく実施可能であった。SCに対し Frontonasal Bone 

Flapを実施することで良好な予後が期待できることが示唆された。 



側頭骨舌骨関節症の乾燥性角膜炎への眼瞼縫合 

NOSAIみなみ 〇佐藤正人 樋口徹 井上哲 宮越大輔 加治原彩子 

 

【はじめに】 

側頭骨舌骨関節症（THO）は顔面神経や前庭蝸牛神経が障害され、斜頸、耳、鼻、眼瞼

の麻痺、まれに発作などの神経症状を引き起こす。眼瞼の麻痺が発症すると、乾燥性角膜

炎から角膜潰瘍、前眼房穿孔と眼にとっては致命的な状況に至る可能性があるため、点眼

や眼瞼縫合などで管理する必要がある。今回、当センターで THOにより、角舌骨摘出手術

を実施した馬において角膜疾患と眼瞼縫合の実施について調査したので報告する。 

【症例】 

2011年 11月から 2019年 7月までの間に側頭骨舌骨関節症にて角舌骨摘出術を実施した

20頭について、眼瞼麻痺、角膜炎、角膜潰瘍の程度、および眼瞼縫合の実施の有無につい

て調査した。明確な稟告の聴取が可能であった 12頭については発症からの時間と眼瞼縫合

の有無について比較した。 

【結果】 

症例は繁殖牝馬が延べ 14頭、1歳 1頭、2歳 1頭、3歳 1頭、4歳 1頭、去勢馬 2頭（11、

18歳）であった（平均年齢 10.1歳）。繁殖牝馬 1頭において、両側角舌骨摘出術を実施し

た。眼瞼の麻痺については手術時、牧場内で眼瞼縫合を実施済であった 1頭を除くと、麻

痺なし：2頭、軽度：4頭、中度：8頭、重度：5頭であり、すでに陳旧化した瘢痕を含め

角膜炎を認めた症例は 8頭、明確な上皮欠損を伴う角膜潰瘍を認めた症例は 4頭であった。

眼瞼縫合を実施した症例は牧場内で実施した 1頭を含め 6頭であった。眼瞼縫合を実施し

た時期は手術前 1頭、手術時 2頭、手術後 19日 1頭、28日 1頭、35日 1頭であった。手

術後、眼瞼縫合を実施した 3例では潰瘍予防のための点眼を実施していたが、重症化した。

眼瞼縫合を実施した症例の眼瞼麻痺発症から手術までの平均日数は 9.8日、実施しなかった

症例は 44.1日であった。 

【まとめ】 

THO発症馬では、程度の差はあるものの、多くの例で眼瞼麻痺を呈する。眼瞼の麻痺に

より、角膜表面の涙液層の維持が困難となり、重症化すれば失明に至る。角舌骨摘出術に

より、眼瞼を含めた麻痺の改善は期待できるが、その回復には時間を要する例も少なくな

い。その間、点眼で管理できる例も多いが、重症化してからの治療は生産者にも大きな負

担となる。今回の調査はデータ数が少なく、また、発症時期の正確な把握も困難な症例が

多かったが、発症からの時間と麻痺の程度は必ずしも一致せず、発症から短時間で角膜損

傷が進行したケースもあった。一方、眼瞼縫合を実施することで潰瘍の悪化や、前眼房穿

孔は防ぐことが可能となるが、片眼での視野になるので、人馬ともに事故を招きかねない。

眼瞼麻痺、術後の回復、角膜損傷の程度を十分に把握した対応が必要になると考える。 



症例報告：角膜浮腫が発現した一歳馬について 

（株）レイクヴィラファーム 渡邉由紀 

 原因がわからず症状が改善しない角膜浮腫の一歳馬について報告する。 

 2018年に洞爺で生まれ、洞爺育ちの一歳馬が、今年 2019年 5月上旬の同時

期に２頭（牝 A、牡 B）、６月初旬に１頭（牝 C）、角膜の白濁を呈したが、外

傷や痛み、羞明、涙や眼脂などはなく白濁発現時の全身状態は良好であった。 

 牝 Aは左発見後３日で右角膜にも白濁が発現したが、Bと Cは片眼のみに発

現した。 

 発見時の白濁は６時の方向にすりガラス状に見えていたものが、０時方向に

帯状につながり、やがて角膜全体に白濁が拡がった。拡がり方、進行度合いに

は個体差があった。 

 発見当初は、外傷性の角膜炎を見落としていたのかと思い、ヒアルロン酸と

抗生物質（エコリシン眼軟膏）の点眼を行ったが変化は見られなかった。 

Bはヘルペスウイルスの感染も疑い、アシクロビルの点眼・全身投与を行っ

たが、効果は見られなかった。また、抗真菌薬も点眼したが白濁に変わりはな

く、その後デキサメタゾン（1mg/サンテゾーン）を使用し、変更後数日で白濁

部が半減する効果があったが、中止後２日で白濁が戻り、再開しても一時以上

に改善は見られなかった。 

 Aは他牧場に移動後も治療を受けていたが廃用となった。 

Bと Cは片眼の白濁が角膜全体に及び、ベタメタゾン（0.1mg/リンデロン）

とシクロスポリン（サンディミュン注射薬を 1％溶液に希釈）、自家血清と抗生

物質の点眼を三週間以上継続しているが、明らかな改善はない。今のところ合

併症や全身状態に異常もなく夜間放牧中である。 

 

 眼の症状と関係があるか不明だが、今年 3月末に他牧場から一歳牡馬が 2頭

入場し、4月上旬に牡で、中旬に牝の群れで一過性の発熱があった。 

ほとんどが無処置で回復したが、廃用になった Aは 4月 16日左右鼻孔から

灰赤色の鼻汁を出し、発熱（39.5 度）と鼻粘膜にびらん状の病変を認め、ST

合剤を経口投与した。投与翌日から発熱も鼻粘膜の病変も急速に消失した。角

膜の白濁は 5月 13日に発見した。 

Bは 4月下旬に原因不明の跛行を呈したが発熱はなく他に異常はなかった

が、角膜白濁は 5月 11日に発見した。 

Cは治療歴もなく、発熱や鼻粘膜の症状も見られなかった。 

5月下旬にも牝の群れに数頭、鼻粘膜に点状の赤色病変が発現した。どれも

発熱や鼻粘膜以外に異常はなく（鼻汁もなし）、病変は急速に消失し、病変が

なかった馬や当歳も含め、現在までに新たな眼の異常は現れていない。 



肝線維症を伴う慢性肝炎と診断された繁殖牝馬の 1 症例 

社台ファーム 光明南潮 

 

【はじめに】 

 一般的に肝疾患は症状が発現するのが遅く、臨床症状を呈したころには肝臓の 80%以上

が損傷していると言われている。肝疾患に特異的な症状として、黄疸や肝性脳症などが挙げ

られ、一般的には馬では非特異的な沈鬱、食欲不振、疝痛症状、体重減少などの臨床兆候を

呈する。肝線維症に移行し、慢性肝炎を発症すると肝障害の原因を特定することは難しくな

ってくる。今回、肝線維症を伴う慢性肝炎を発症した繁殖牝馬の治療を行う機会に遭遇した

ので、その概要を報告する。 

【症例】 

9 歳、サラブレッド種繁殖牝馬、2 産。2019 年 6 月末よりフレグモーネの治療で抗生剤

の投与を行っていた。患部に良化が見られたため、7 月 5 日 SAA 測定を目的に血液検査を

行ったところ高度の血液濃縮像（PCV54%,TP9.0）並びに肝酵素の高値(ALP13840,AST749,

γ-GT2841)を認めた。本馬の食欲や元気に特に異常はなかったが、牧場で補液による治療

を行ったところ血液所見の良化は見られず、7 月 8 日より社台ホースクリニックにて検査入

院となった。入院中も補液治療、グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液の静

脈投与、ウルソデオキシコール酸の経口投与などを行ったが血液所見に大きな良化は見ら

れなかった。（PCV51-62%,TP7.6-9.2,ALP11631-14769,AST751-908, γ-GT2407-3125） 

7 月 13 日に立位腹腔鏡下にて肝バイオプシーを実施したところ、肝線維症を伴う慢性肝炎

と組織診断された。入院中も本馬の食欲や元気に特に異常は見られず、補液療法を中止後も

血液所見に大きな変化は見られなかったため、7 月 19 日退院し経過観察となった。退院後、

牧場では 1 週間グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液の静脈投与を行い、並

行してウルソデオキシコール酸の継続的な経口投与、飼料の変更を行った。また PCV 高値

への対症療法として瀉血療法を実施している。現在も馬の元気、食欲に特に異常は見られず、

広めのパドック放牧を行いながら治療を継続している状態である。 

【考察】 

本馬は臨床症状は見られていないが、日常診療における血液検査で偶発的に肝疾患が疑

われ、肝バイオプシーによって肝線維症を伴う慢性肝炎と診断された症例である。肝線維症

の発症原因も明らかになっておらず、どの時期からこのような病態を呈していたかは不明

である。また、本馬は本年 5 月中旬に交配を行い、現在も妊娠を維持している。 

 一般的に肝疾患は初期症状を示しにくく、肝線維症に移行すると肝の損傷は不可逆的で

ある場合が多い。よって本馬もいずれかは症状を発現する可能性は大いに考えられるが、普

段の飼養管理や継続的な補助療法によってどこまで状態を維持できるかが重要になってく

る。 

 同様の症例に遭遇した経験のある先生方がいらっしゃれば、是非ご意見いただければ幸

いです。 



新生子馬における乳酸値・プロジェステロン値測定についての検討 

ノーザンファーム 大久保正人 

 

【はじめに】 

 馬の新生子適応障害症候群（NMS）では様々な神経ステロイドホルモンが上昇するこ

とが報告されている。ヒトの低酸素性虚血性脳症（HIE）では継時的な乳酸値測定が予

後に相関することが報告されている。今回、新生子馬において乳酸値およびプロジェス

テロン値（P 値）を測定し、その有用性について検討した。 

 

【材料および方法】 

 2019 年に出生したサラブレッド種の新生子(n=297)。①生後 10～24 時間（ベビーチ

ェック時）、②生後 10 時間以内、③HIE重症例において、それぞれ乳酸値（Lactate pro）、

P 値(PATH FAST)、神経スコアリング（Madigan et al.2012）を測定し、状態・稟告・

お産状況を記録した。 

 

【結果】 

 ①生後 10～24時間の乳酸値および P値は時間の経過とともに減少傾向が認められた。

また乳酸値が高値群（3.0mmol/L 以上）では、低値群（2.9mmol/L 以下）と比較して、

状態異常および加療が必要な馬が多く認められた。P 値においても高値群(20ng/ml 以

上)では、低値群(20ng/ml 未満)と比較して乳酸値の結果と同様の傾向が認められた。

乳酸値と P値の相関係数は 0.418とやや相関が認められた。また乳酸値・P値ともに出

生時 APGAR スコアおよび神経スコアリングとの明らかな相関・傾向は認められなかった。 

 ②生後 10時間以内においても乳酸値は生後 10～24時間の結果と同様の傾向が認めら

れた。 

 ③HIE重症例においては乳酸値・神経スコアリングの上昇から、やや遅れて P値の上

昇が認められた。 

 

【考察】 

 乳酸値および P 値は様々な状態異常により高値傾向を示している。乳酸値は現在の状態

を、P値は少し前の状態を反映している可能性が考えられた。 

 

【まとめ】 

新生子馬のベビーチェックにおいて、現場で迅速かつ簡便に行える乳酸値の測定は様々

な状態把握の客観的指標の一つとして有用である。重症例において、継時的な乳酸値・P値

の測定は、客観的指標の一つとして有用である。 

 



 

サラブレッド若齢馬へのローソニアワクチン投与プロトコルの検討 

○会津 満理奈１）丹羽 秀和２）下村 優樹１）加藤 淳１） 

１）社台ファーム ２）JRA総研 

  

【はじめに】 

馬のローソニア感染症（増殖性腸症）は主に離乳後の若齢馬にみられる腸管感染症

である。発症馬は下痢や低蛋白血症を呈し、馬体の成長は著しく阻害され、その経済

的価値に大きな影響を及ぼすことがある。現在予防のために豚用の弱毒化経口生ワク

チン（Enterisol® Ileitis）が使用されている。馬では経直腸にて本ワクチンを

30mlずつ、1か月の期間を空けて2回投与する方法が報告されており、当牧場でもその

方法で実施していた。本調査では、より経済的かつ、省力的な投与プロトコルについ

て検討するため、様々な投与量・投与間隔における免疫付与効果を調査した。 

【材料および方法】 

市販の豚用生ワクチンの投与方法はすべて経直腸とした。投与量、投与間隔の違い

により、Ⅰ群）3か月間隔で2回10ml投与（21頭）、 Ⅱ群）3か月間隔で2回20ml投与

（19頭）、 Ⅲ群）3か月間隔で2回30ml投与（19頭）、 Ⅳ群）30mlを1回だけ投与

（19頭）、 Ⅴ群）1か月間隔で2回30ml投与（20頭）、の5つの群を設定した。1回目

のワクチン投与はすべての群で2018年9月に行った。採血はワクチン投与前から投与

後6か月目までの期間で1か月毎に実施した。採取した血液はスライド酵素抗体法を用

いて血清中抗体の有無を確認した。この方法にて抗体陽性と判断された馬の頭数を全

体の頭数で割り、抗体陽性率として結果示した。そして各群の陽性率はTukey法にて

多重比較検定した（p<0.05）。 

【成績】 

1回目投与後、投与量に関わらず、すべての群において抗体陽性率は90％程度とな

った。2回目投与後までにⅠ～Ⅲ群の陽性率は徐々に低下していったが、3か月後の2

回目の投与後に再び陽性率は90％近くまで回復した。Ⅳ群では徐々に投与後から陽性

率は低下し、6か月後には20％以下にまで低下した。V群は1か月後の2回目投与後、陽

性率の上昇は見られず、Ⅳ群と同様に6か月目までに徐々に低下した。 

【考察】 

ワクチンの投与量に関係なく、1回目の投与によって抗体が産生されることが確認さ

れた。さらに、3か月の期間を空け2回目投与を行うことにより、更なる免疫付与の効

果があることも期待できた。一方、V群の方法（1か月の間隔での投与）では抗体陽性

率が維持できなかったことから、2回目のワクチン投与による免疫付与は十分ではなか

ったと推測された。1か月間隔の投与プロトコルは1回目投与で賦活化された免疫によ

り、2回目のワクチンによる抗原刺激の効果が減弱したと考えられる。今回の調査の結

果から最も適した方法を考案することは難しいが、ワクチン投与プロトコルとしてイ

ンターバルは3か月設けることが効果的だと考察する。 

 



腕節構成骨損傷における手術後の管理と予後について 

ノーザンファーム 菅沼俊一 

【はじめに】 

 一般的に橈骨手根間関節内骨損傷より手根間関節内骨損傷の方が予後は良くないと言われている。し

かし当牧場において両関節内損傷に対して明確に区別して術後管理を行っていない為、術後管理と予後

について調査した。 

【材料と方法】 

 2014-2017年に当牧場において腕節構成骨損傷で関節鏡手術を施した現役競走馬に対して橈骨手根間

関節と手根間関節に分け、診療簿と調教内容から手術から騎乗開始・F15開始・競走復帰までの日数、

復帰後 1年間の出走回数と再発率を比較した。なお、解析には出走歴があり、骨疾患による手術歴や浅

屈腱炎の発症歴がない、単一の関節内のみ手術した馬を抽出した。 

【結果】 

 術後管理において、手術後から騎乗開始/F15開始/競走復帰までの日数は中央値で差がなかった。し

かし、競走復帰までの再発率や復帰後 1年間の出走回数の中央値や再発率は大きく差があり、手根間関

節内骨損傷は橈骨手根間関節内骨損傷より予後が悪かった。 

＜橈骨手根間関節＞ 
   

  騎乗開始（日数） F15 開始（日数） 競走復帰（日数） 復帰後 1 年間の出走回数 

頭数 

53 頭 50 頭 50 頭 40 頭 

  1 頭引退、2 頭 F16 で入厩 引退 3 頭 
未勝利引退/地方転厩 8 頭 
競走中止・取り消し 2 頭 

中央値 94 136.5 219 6 

平均値 96 134 233 6 

範囲 63-165 95-207 150-576 0-11 

再発率 1.9%（1/53） 3.8%（2/53） 3.8%（2/53） 10%（4/40） 

      

＜手根間関節＞    
  騎乗開始（日数） F15 開始（日数） 競走復帰（日数） 復帰後 1 年間の出走回数 

頭数 
27 頭 25 頭 23 頭 20 頭 

  1 頭引退、1 頭 F16 で入厩 引退 4 頭 未勝利引退 3 頭 

中央値 93 140 226 3 

平均値 97 162 269 4 

範囲 62-205 83-494 171-590 0-10 

再発率 3.7%（1/27） 11.1%（3/27） 25.9%（7/27） 35%（7/20） 

 

【考察】 

 両関節の術後管理としてレントゲン検査は術後 2ヶ月で行っており、多数の馬で所見は確認されなか

った。その為、当牧場では特に問題がない限り、それ以降レントゲン検査は行っていなかった。今回の

調査から手根間関節内骨損傷において騎乗後から再発が増加すること、再発や再手術時のレントゲン所

見や関節鏡所見から橈側手根骨遠位の骨増生所見が多いことより騎乗後から変形性関節症が進行して

いることが考えられた。また、今年から手根間関節内骨損傷の手術直後に APS を関節内投与し経過を観

察している。10頭中 6 頭で騎乗後のレントゲン検査を行い、1頭で再発し 2頭で橈側手根骨遠位骨増生

を確認しており、手術直後の APS投与が著効している感じはしない。今後、騎乗後に定期的にレントゲ

ン検査を行い、関節内投与の時期や調教進度の変更により術後の変形性関節症の予防に努める。 



術前検査所見が不明瞭であった橈骨遠位掌側における骨軟骨腫の４症例 

追分ファーム 佐藤 大介 

 

【はじめに】橈骨遠位掌側における骨軟骨腫（Osteochondroma:OC）は手根鞘

（CarpalSheath:CS）における出血や腱鞘炎の原因となる。手術により OC は除去するこ

とができ、予後は良好とされている。その一方で CS 内での出血を認めるものの、OC の

術前検査所見が不明瞭である症例にしばしば遭遇する。このような症例は消炎剤の投与や

運動制限により一時的に症状は改善するため、様子を見ながら調教を進めていけるが、そ

の後トレセン内で跛行や出血を認めレースに至らないケースもある。今回、このような症

例について試験的に外科手術を行ったためその結果を報告する。 

【材料と方法】サラブレッド種 CS 内に出血所見認めるもののレントゲン検査や超音波

検査にて検査所見が不明瞭であった症例のうち、跛行を認めた症例 3 頭、経過観察にて

CS 内出血が治まらなかった症例 1 頭について手術を行った。術前検査についてはすべて

の馬で橈骨遠位を含んだ腕節背-掌側、外-内側、背外-掌内側、背内-掌外側のレントゲン

検査、リニア型プローブを用いた CS 掌側あるいは外側からの横断像および縦断像の超音

波検査を行った。社台ホースクリニックにて全身麻酔下で試験的腱鞘鏡手術を行った。 

【結果】手術を行った症例の年齢は 2 歳春 3 頭、6 歳 1 頭。性別は牡 2 頭、メス 2 頭、罹

患肢はすべて左側であった。4 頭すべての馬に対し腱鞘鏡下において橈骨遠位掌側に OC

を認め、掻爬術が実施された。また 4 頭すべての馬に深指屈筋腱の損傷が認められた。術

後再出血したのは 2 頭、そのうち 1 頭は再手術し術後経過良好、もう 1 頭は時期的に競走

馬として諦めることとなった。他２頭は術後経過良好であり、術後 2 カ月でトレッドミル

でのリハビリを開始した。レース出走は４頭中２頭（勝ち２頭）、１頭はリハビリ中であ

る。発症確認から手術までの日数は 6-90 日で、レースに至った 2 頭の発症からレースま

での日数はそれぞれ 360 日、480 日であった。 

【まとめ】CS 内に出血を認めた 4 頭のうち、すべての症例において OC とそれに伴う深

指屈筋腱の損傷を認めた。このことから小さく隆起がなだらかな OC であっても深指屈筋

腱の損傷を引き起こすことがあると考えられる。検査所見が不明瞭であっても跛行や継続

的に出血する症例に関しては OC を疑い、外科手術を実施することが有効である。年齢が

2 歳春に多いのはすでに入厩の目途が決まっており、運動強度を上げていく時期であるた

めと考えられる。この時期に CS 内の出血を認める場合には OC を疑い、症状によっては

早期に手術することで結果的にレースまでの期間短縮やパフォーマンス向上が期待でき

る。 



脛骨近位成長板損傷の T-LCP 固定 

 

樋口徹、井上哲、佐藤正人、宮越大輔、加治原彩子、佐藤伸介 

みなみ北海道 NOSAI 

 

 昨年われわれは本カンファレンスで、当歳馬の脛骨近位成長板離開の 4 症例について報

告した。かつては旧式 T プレートで固定し良好な成績を得ていたが、横幅が広いため後膝

関節にダメージを与えやすいことが欠点であった。現在 AOは LCP とスクリュー/ワイヤー

による固定を推奨している。昨年報告したうち損傷と変位がひどかった 1 症例では内固定

が崩壊したことから、より強度と安定性がある内固定方法が必要であった。T-LCP は脛骨

近位成長板損傷用に開発された新しいプレートであり、LCP の利点に加えて、薄い骨端部

への 3 本の LHS挿入も可能としている。今年、当歳馬の脛骨近位成長板 S-H2 型損傷を

T-LCP を用いて内固定したので報告する。 

 

症例 

 症例馬は、1 ヵ月齢の雌で、放牧地で左後肢の重度の跛行を発見された。X 線撮影で脛骨

近位成長板 S-H2 型損傷が確認され、家畜高度医療センターへ搬入された。 

手術 

 手術台上で仰臥位とし、イソフルレン吸入麻酔で維持した。患肢を吊り上げた状態とし、

損傷部内側を曲切開した。成長板内の凝血を除去し、外反をできる限り整復したが、完全

ではなかった。エイミングデヴァイスを用いて、近位骨端にドリリングし、これに横棒部

を固定できるように 6 穴 T-LCP を当てた。骨端部には 5.5mm スクリューと LHS2 本で固

定した。遠位から 3 つ目の孔に 5.5mmスクリューをコンプレッションがかかるように挿入

した。遠位から 1･2･4 番目の孔には LHSを挿入し、遠位から 5･6 番目の孔には 5.5mmス

クリューを骨端に刺さるように挿入した。 

 術後は馬房内管理とし、抗生物質と消炎鎮痛剤の投与を行った。 

経過 

 術後の痛みの軽減は順調ではなかったが、徐々に負重可能となった。骨折から 40 日後に

再来院し、minimally invasive technique によりプレートとスクリューを除去した。 

 

考察 

 T-LCP は、骨端部骨折や成長板損傷でも強固で安定した固定が可能だと思われた。しか

し、臨床使用例の増加とともに使用方法の細部は検討が必要である。当歳馬の脛骨近位成

長板損傷は内固定により良好な予後が期待されることから、二次的損傷の前に内固定手術

を行うことが望ましい。 

 



下顎神経ブロックを実施した 7症例 

NOSAIみなみ 〇佐藤正人 樋口徹 井上哲 宮越大輔 加治原彩子 

 

【はじめに】 

 下顎神経は眼神経、上顎神経とともに三叉神経の一つである。頭蓋骨卵円切痕から出た

同神経は、下顎骨軸側面を走行後、下顎孔に進入し、オトガイ孔から皮下に出る下歯槽神

経とその吻側を走行する舌神経に分枝し、下歯槽部、舌、咬筋の一部など広範囲の知覚、

運動を司る。侵襲の大きな歯科処置における同神経のブロックの有効性が報告されている。

今回、サラブレッド 7症例において同ブロックを実施したのでその概要を報告する。 

【症例】 

サラブレッド種 7頭において下顎神経ブロックを実施した。処置内容は歯科処置 4頭（1

頭は下顎第二後臼歯の抜歯）、舌の裂傷縫合 3頭であった。下顎神経ブロックは全頭、下顎

骨尾側縁からのアプローチで実施した。上下臼歯咬合面の延長線上で下顎骨尾側縁の軸側

面から 19 or 21Gスパイラル針、もしくは 20Gカテラン針を水平からわずかに腹側に向け

て穿刺、可能な限り下顎骨軸側面に沿わすように刺入した。下顎神経の分枝である下歯槽

神経が入り込む下顎孔への刺入は確認できないため、年齢により約 7～9cmの位置で周囲に

広げるように 2,3か所に分けながらリドカイン 20ccを注入した。その際、下歯槽神経の吻

側を走行する舌神経のブロックも考慮しながら、注入した。効果判定は、Excellent、Good、

Fair、Poor、Bad の 5段階で評価した。 

【結果】 

神経ブロックの効果判定は Excellent 4頭、Good 2頭、Fair 1頭であった。すべての馬

で効果を実感でき、立位での処置を完遂することが可能であった。舌の縫合については神

経ブロックに加え、裂傷部への局所浸潤麻酔も併用した。神経ブロックによる咀嚼、嚥下、

舌の弛緩の回復に関する障害は確認されなかった。 

【まとめ】 

下顎孔は下顎骨軸側面にあり、下顎骨は湾曲しているため反軸測へ向けて針を刺入する

必要があるが、喉頭が存在するため操作しにくい。比較的厚みがある内側翼突筋へ注入す

ると効果は出にくいと考える。しかしながら、どの症例でも効果はあり、手技も比較的簡

単であった。喉頭付近からの針の刺入なので抵抗があったが、解剖体で確認したところ、

内側翼突筋は厚みがあり、注意するべき大きな神経や血管はなかった。下顎神経ブロック

は下顎骨腹側からのアプローチや、口腔内からのアプローチもある。有効性、汎用性、簡

易性などメリットは多く、今後もアプローチ方法の選択や、手技の習熟を模索しながら、

有効利用していきたいと考える。 



下顎骨々折を発症し外科処置を必要とした 4症例 

山家崇史 加藤史樹 鈴木吏 田上正幸  田上正明 （社台ホースクリニック） 

【はじめに】 

下顎骨の骨折は、若齢馬でよく認められる疾患であり、骨折箇所により吻側部骨折、槽間

縁（歯隙）を含む骨体部骨折、下顎枝のある尾側部の骨折に分類される。今回、下顎骨骨体

部骨折の 4症例を経験したので、その概要を報告する。 

【症例 1】雄、11か月齢、324 kg、右下顎骨体部腹側の粉砕骨折 

他馬に蹴られ受傷し、右下顎の軽度の腫脹と小さな裂創が認められた。レントゲン検査

では右下顎骨腹側の部分的な粉砕骨折が認められ、骨片が複数散乱していた。受傷当日に

骨片の除去と外傷部の縫合を実施した。内腔の洗浄のため皮膚は完全に閉創せず、翌日か

ら洗浄を毎日実施した（10日間）。術後 2週間には術創は閉鎖し良好に治癒した。レント

ゲン検査では術後 1ヵ月で骨増生が進み、2ヵ月で下顎骨表面は滑らかになった。 

 

【症例 2】雄、14か月齢、355 kg、右下顎骨体部の骨折 

他馬に蹴られ受傷し、右下顎の軽度の腫脹と食欲の低下を呈した。第 3病日、触診痛が

残るため、レントゲン検査を実施したところ、右下顎骨体部腹側から右第 2前臼歯まで伸

びる骨折線が認められた。変位はないため、抗生剤と消炎剤の投与を行いながら保存療法

で経過観察とした。しかし、第 12病日に右下顎の腫脹と圧痛が悪化し始め、レントゲン

検査で骨折部表面の腐骨を確認した。第 16病日に腐骨の摘出手術を実施した。手術中に

造影剤を骨折部位に注入すると右第２前臼歯の尾側へ造影剤が流れ、口腔内への開口が確

認された。骨内部からは膿の滲出が認められた（Streptococcus ovis）。術後１週間で縫合

部から浸出が認められたため、一部開創し内腔の洗浄を実施した。腫脹と疼痛の良化は緩

慢だったが、術後１ヵ月に術創は閉鎖し、2ヵ月後のレントゲン検査にて骨折線は不明瞭

になり、骨皮質のラインも滑らかになった。 

 

【症例 3】雌、1ヵ月齢、98 kg、両側下顎骨骨体部の骨折 

下顎の腫脹が認められたが、哺乳可能であり、口腔内に骨折線は開口していなかった。

両側骨体部の骨折で、両側の歯槽間縁は変位していた。第 8病日に 6穴ナローDCPを 2

本使用し、内固定を実施した。術後１週間で皮下の感染が認められたが、良好に骨癒合し

た。術後 69日でプレートを抜去した。 

 

【症例 4】雌、1ヵ月齢、110 kg、右下顎骨骨体部の骨折 

下顎の腫脹が認められたが、哺乳可能であり、口腔内に骨折線は開口していなかった。

右下顎骨吻側部の骨折で、右歯槽間縁は変位し動揺があった。第 4病日に 5穴のリコンス

トラクションプレートによる内固定を実施した。術後 2週間で軽度の皮下感染が認められ

た。術後 76日でプレートを抜去した。 



頭蓋骨の骨折を伴う外傷が良好に治癒した二症例 

田上正幸 加藤史樹 鈴木吏 山家崇史 田上正明 （社台ホースクリニック） 

 

【症例１】サラブレット、1 歳、雄、353kg 

 夜間放牧後、集牧時に外傷が発見されクリニックへ来院した。来院時には鼻梁の皮膚が

剥離し、鼻骨が露出していた。またレントゲン検査により鼻骨の骨折が明らかであった。

胸前にも裂傷が認められたため、立位鎮静化で洗浄、縫合を実施した。その後、イソフル

ラン酸素吸入麻酔下にて胸骨座位で保定し、頭部外傷の骨折整復および縫合を行った。 

 受傷から時間が経過していたため、骨表面は乾燥し、被毛などで汚染されていた。念入

りに洗浄を行い、鼻骨の再評価を行ったところ、鼻骨は 4 つに割れて変位していた。小さ

な骨片も含めて整復し、骨片の辺縁をドリルで造孔してワイヤーとポリディオキサノン縫

合糸（PDS）で固定した。皮下および皮膚を縫合して終了した。手術時間は 123 分であっ

た。 

 術後 59 日で、固定していたワイヤーの一つが皮膚を貫通して露出したため、立位鎮静化

でワイヤーを抜去した。その後の経過は良好である。 

 

【症例２】サラブレット、７歳、雌、530kg 

 夜間放牧後、集牧時に外傷が発見されクリニックへ来院した。来院時には左眼周囲は腫

脹しており、左肩にも裂傷を認めた。頭部レントゲン検査だけでは正確な骨折の位置を判

断することは困難であった。イソフルラン酸素吸入麻酔下で右側臥位にて手術を実施した。 

 頭部の裂傷は部分的であり、骨折部位を確認するために内眼角裂傷部を切開して広げた。

眼窩腹側に陥没して変位した骨片が複数認められた。骨片の辺縁にドリルにて造孔した後、

ワイヤーと PDSを組み合わせて整復しつつ、元の位置に戻し、前頭部周辺の整復を行った。 

さらに前頭骨頬骨突起にも骨折が認められたため、ワイヤーで固定して整復した。洗浄

を十分に実施し、皮下および皮膚を縫合し終了した。手術時間は 185 分であった。 

術後 40 日で来院した際には左眼周囲の腫脹も良化しており、顔面の変形がわずかに認め

られたものの、経過は良好であった。 

 

【まとめ】 

 二症例とも外傷に伴い、頭蓋骨に多数の骨折が認められた。今回の二症例は全身麻酔下

で外傷部の念入りな洗浄、ワイヤーと PDS を組み合わせて骨片の整復を行うことで良好な

治癒が確認された。骨折部位の評価、術後の感染予防などを適切に行うことにより、術後

感染なども認められず良好に治癒した。また形成外科的にも満足できる結果であった。 



尾部に発症したメラノーマにより断尾術を実施した一症例 

田上正幸 加藤史樹 鈴木吏 山家崇史 田上正明 （社台ホースクリニック） 

 

【はじめに】 

 メラノーマ（黒色腫）は中～高齢馬に多く見られる皮膚腫瘍であり、15 歳以上の葦毛馬

では、約 8 割が複数のメラノーマ病変を有するとの報告がある。メラノーマの病変は、尾

根の腹側、肛門周囲に複数病変として認められることが多いが、口唇、耳根、眼周囲など

に単生病変として認められることもある。 

 断尾の多くは輓馬（Draft Horse）で実施され、尾がハーネスや馬具に干渉するのを防ぐ

ために欧州などで伝統的に行われてきた。しかしハエなどの虫を払いのけられないことや、

不要な疼痛を与えることなどの動物福祉の観点から、欧州や米国の複数の州では、医学的

な理由がある場合を除いて断尾は禁止されている。 

 

【症例】 サラブレット、5 歳、雄 

来院時には尾根部から広範囲にかけて結節性の病変が多数認められ、脱毛も認められた。

また自潰して出血が認められる部分やウジがわいている所もあり、衛生的に良好とはいえ

ない状態であった。 

視診、触診によりメラノーマと判断し、イソフルラン酸素吸入麻酔下で右側臥位にて手

術を実施した。 

可能な限り尾根に近い部位に切断位置を設定した。硬膜外麻酔を実施したのち、レント

ゲン検査により椎間の位置を確認しつつ、皮膚を剥離し筋層を切離した。腹側の脈管等は

結紮して断尾した。術創からは出血が多く、チストップ（バイポーラ止血鉗子）による止

血や結紮を行い、止血を十分に実施した。尾の背側の皮膚で尾椎を包むように腹側の皮膚

と縫合した。手術時間は 94 分であった。 

術後からトレッドミルによるリハビリを開始し、現在はレース復帰に向け坂路調教を行

っている。 

 

【まとめ】 

メラノーマの治療は外科的切除、凍結手術、シメチジン経口投与、シスプラチン投与、

ワクチン投与などが挙げられる。しかし治療後の結果の多様性から、どの治療を選択する

かは議論の分かれるところである。今回は断尾という形で病変部の外科的切除を行い経過

は良好である。断尾に関しては動物福祉の観点からも実施するかの判断は慎重に行うべき

であると考える。 



潜在精巣が腫瘍化し、腎不全を発症した牡馬の 1 症例 

 

本田 博代壽１） 一二三 達郎２） 畑井 仁２） 三好 宣彰２） 畠添 孝２）  

１）日本軽種馬協会 九州種馬場  2）鹿児島大学共同獣医学部 

 

 通常、馬の精巣下降は出生前 30 日～出生後 10 日頃に起こるとされている。しかし、この時期や性成

熟を過ぎても精巣の下降が不完全なことがあり、これを潜在精巣という。仔馬での発生率は約 5-8％との

報告もあるが、その後の残存率等は不明である。潜在精巣は遺伝性の疾患であり、腫瘍化のリスクも増大

する。今回、潜在精巣が腫瘍化し腎不全へと発展した症例に遭遇したのでその概要を報告する。 

【症例】 

サラブレッド種 17 歳 牡馬  右側潜在精巣 

【主訴】 

  1 ヶ月ほど前から食欲不振、多飲多尿、削痩、被毛粗造、右陰嚢の腫脹（昨年頃から） 

【初診】 

  2018/11/6 重度削痩、右陰嚢の硬結腫脹、採血 

       腎不全（BUN 124.4mg/dl Cre 4.51mg/dl）→ 1 週間の補液療法、利尿剤 

    11/29  採血、直腸検査、超音波検査 

【検査】 

 直腸検査…右鼠径部にソフトボール大の腫瘤、背側広範囲に腫瘤 

 超音波検査…腫瘤はほぼ実質様で、鼠径部の腫瘤横には血管層があり、精巣由来のものだと思われた。

右陰嚢内にも実質様の構造が確認された。右腎臓は腎盂が拡張しており、血流はほとんど認められなか

った。 

以上より、潜在精巣が腫瘍化し、背側へと転移し、その腫瘍により尿管が圧迫され腎不全へとつながっ

ていると仮診断した。治療不可と判断し、以後経過観察としていたところ、12/29 に斃死し、翌日解剖

を行った。 

【解剖・病理結果】 

  腹腔内背側に後大静脈を取り囲むように大型腫瘤が形成されていた。腫瘤は左右尿管を巻き込んで

いた。右腎臓の尿管は腎臓に近い側で拡張しており、腎盂も拡張し多量の尿貯留を認めた。大型腫瘤か

ら連続して腹側、鼠径部へと中型の腫瘤があり、右の鼠経輪へと続き、右陰嚢内の腫瘤まで連続してい

た。腸間膜リンパ節、脾臓表面にも腫瘤が認められた。病理組織学検査の結果、すべての腫瘤はセミノ

ーマ（精上皮腫）とその転移であった。 

【考察】 

  右潜在精巣由来のセミノーマが転移して大型化し、尿管を圧迫し、腎不全へとつながったと考えら

れる。今回ホルモン検査等はしておらず、テストステロンや AMH を測定すれば、生前により確かな診

断ができたかもしれない。本症例は、過去の論文や教科書で書かれているとおり、改めて潜在精巣馬の

リスクを裏付ける結果となった。今後、潜在精巣の馬を管理する際は、腫瘍化のリスクを理解した上

で、定期検査や去勢の実施等を検討した方がいいと思われる。 



卵巣静止に対するデスロレリン・ブセレリンを用いた発情誘起  

○  遠藤祥郎・村瀬晴崇・守山秀和・松井朗・冨成雅尚・佐藤文夫（JRA 日高育成牧場）  

 

【背景】  

卵巣静止とは、高齢、日照不足、寒冷、栄養不足、生殖器疾患などが原因となり、卵胞が発

育せず排卵しなくなった状態である。 GnRH 誘導体製剤であるデスロレリンおよびブセレリン

は通常排卵誘発剤として使用されているが、卵胞の発育も促進させる効果があることが知られ

ている。このうち、デスロレリンによる発情誘起については 2016 年に日高軽種馬農協の柴田

らが報告しているが［1］、ブセレリンについては 2018 年に Hagyard の Wolfsdorf らが報告し

ているものの［2］、我が国での報告は未だない。今回、それぞれの薬剤を用いて卵巣静止の

繁殖牝馬各 1 症例に対して治療を行ったので概要を報告する。  

【症例】  

１）サラブレッド種、牝、4 歳  

妊娠 7 ヶ月目に両第１趾骨々折を発症し、螺子固定術を実施。その後の運動および食餌制限

により BCS が 4 点台まで低下。分娩後、約 1 ヶ月卵胞が発育せず。デスロレリン注射剤

150μg を 1 日 2 回筋肉内投与し続けたところ、投与開始から 9 日後の超音波検査で卵胞が

35mm に発育していることが確認され、 hCG3,000IU を静脈内投与し、翌日の交配で受胎した。  

２）サラブレッド種、牝、7 歳  

競走馬を引退後、1 月に日高育成牧場に入厩。すぐにライトコントロールを開始したが 3 月

下旬になっても卵胞が発育せず。ブセレリン注射剤 12.5μg を 1 日 2 回筋肉内投与し続けた

ところ、投与開始から 10 日後に卵胞が 35mm まで発育。hCG を投与し、翌日の交配で受胎。  

【考察】  

 既報によると、治療日数（デスロレリン：ブセレリン＝ 5.30 日： 10.42 日）、排卵率（同

93.5%：64.0%）、受胎率（同 42.4%：72.0%）とされているが［1,2］、今回我々が経験した

２例では治療効果に差は認められなかった。デスロレリンは輸入薬であり使用に制限があるが、

国産薬であるブセレリンについても１例のみではあるが今回発情誘起効果が確認できたことか

ら、今後は我が国においても卵巣静止に対してブセレリンを用いた治療が行われていくことが

期待される。  

【参考文献】  

［1］柴田良ほか、繁殖牝馬におけるデスロレリン注射剤を用いた発情誘起の効果、2016 年生

産地シンポジウム抄録  

［ 2 ］ Wolfsdorf et al., The Effect of Buserelin on Reproductive Performance in the 

Transitional and Anestrous Mare. 2018 J. Equi. Vet. Sci. 



種馬所で交配できずに帰した牝馬について 

社台スタリオンステーション 登石裕子 

 

サラブレッドの交配時期は主に獣医師による直腸検査、経直腸でのエコー検査によって

判断される。繁殖牝馬を管理する牧場にあて馬がいることが理想的ではあるが、いない牧場

も多く、直検のみでは交配時期の判断が難しいケースが存在する。当種馬所では、過去に交

配に来たことがある牝馬については交配時の牝馬の様子についてデータを蓄積している。

また、種牡馬の交配前には必ず牝馬にあて馬を乗駕させるため、牝馬の発情の状態について

得られる情報は多い。近年では、あて馬の状態を見た牧場の方や種馬スタッフから牝馬の発

情の状態がおかしいという理由で直検を頼まれるケースが増えた。また、短時間で血中プロ

ジェステロン濃度を評価できる機械を導入したこともあり、発情兆候、直検の所見、プロジ

ェステロン濃度を総合して牝馬の発情を評価することが可能となった。 

 

 2016～2019 年に当種馬所で牝馬が交配できずに帰った理由を調査したところ、排卵後で

あった場合とプロジェステロンが高値(黄体期)であった場合がいずれの年も多い傾向にあ

った。人気種牡馬との交配希望馬は排卵直前まで順番を待つ場合が多いため、排卵後の牝馬

が一定数存在していることは想定範囲内であった。一方でプロジェステロン値が高い馬は、

排卵から数日以上経過している状態もしくは前回の排卵後に形成された黄体がまだ残って

いる状態の二つのパターンが推察された。プロジェステロン値が高値の馬の直検では、良い

状態の卵胞が蝕知されると同時にエコーで黄体と思われるものが観察されることが多かっ

た。このようなケースでは、子宮の浮腫はほぼ認めず、外子宮口の触診では外口は硬く閉じ

ていることがほとんどであった。また、交配できずに帰してから 1 週間以内に再度交配に

来て、良い発情兆候を示していた馬が約 3 割存在していた。以上のことからプロジェステ

ロン高値であった牝馬は前回の排卵後に形成された黄体が残っている状態、つまり交配適

期よりかなり早い状態で交配に来ていたと推察された。 

 

 2016 年からの調査で、直検の所見のみでは交配適期の判断が難しい牝馬が一定の割合で

存在することを認識した。基本的なことではあるが、卵巣のみではなく子宮や外子宮口の状

態を総合的にみて交配時期を判断することがとても重要であることを再認識した。 



牧場内で分娩後に腹腔内出血・子宮広間膜血腫を発症した 6 頭の予後 

 

追分ファーム 伊比 太佑 

 

【はじめに】子宮動脈破裂（子宮広間膜血腫）は分娩前後の繁殖牝馬に多くみられ、子宮

広間膜間の血管が破綻し重度の失血を起こす致死的疾患である。臨床症状としては疝痛様

症状、発汗、震顫、可視粘膜の蒼白、横臥、起立難渋などを呈する。予後不良症例の多く

は 24 時間以内に失血死に至ると報告されている。診断は経腹部超音検査による腹水（血液

貯留）の確認、経直腸超音波検査による出血部位や血腫形成の確認、血液検査、腹部穿刺

による腹水確認が一般的である。過去の報告では子宮動脈、内陰部動脈、後腸間膜動脈、

内腸骨動脈などで血管破綻が認められており、中でも子宮動脈で多いとされている。好発

年齢は 13～14 歳以上の比較的高齢馬とされている。 

 

【治療内容】分娩前後に腹腔内出血を発症すると、発症直後あるいは数時間後に様態が急

変し、発汗、震顫、可視粘膜蒼白などの症状を呈する。場内ではこのような症状を呈した

馬には血液検査および腹部超音波検査を実施し、腹腔内出血の所見を認めた馬には、失血

性ショックを予防し循環量を確保するために速やかに補液療法を開始している。補液は等

張性輸液剤（ソルラクトや生理食塩液）を用い 4～6ℓボーラス投与したのち、毎時 3ℓ前後

～持続点滴を実施している。また、横臥やゴロを打つなどの症状で腹圧や血圧に影響がな

いように出来るだけ安静（馬房内駐立しなるべく寝せない）を継続している。併せて腹膜

炎の予防のため NSAIDS、抗生物質の投与。子宮収縮を促すためにメチルエルゴメトリン

製剤投与（PO）、状況により鎮静剤やオキシトシンを併用している。 

 

【結果・予後】追分ファームでは 2017 年～2019 年の 3 年間に 6 頭のべ 7 症例の繁殖牝馬

において分娩前後に腹腔内出血や子宮広間膜血腫の所見を認めた。発症年齢は 8 歳～19 歳

（中央値 16 歳）で、若齢繁殖牝馬も含まれていた。7 症例中 6 症例が生存し、6 症例のう

ち 3 頭で発症年度内に交配し受胎を確認した。死亡した 1 頭は 2017 年の分娩後に腹腔内出

血を発症後に治癒し、2019 年の分娩前に再び発症した馬であった。 

 

【考察】繁殖牝馬における分娩前後の腹腔内出血・子宮広間膜血腫は致死的な疾患とされ

る中で 7 症例中 6 症例が生存した。必ずしも救命できる疾患ではないことに変わりはない

が、失血性ショックを緩和している間に、出血が止まれば生存する可能性があると考えら

れた。また、発症年でも全身状態や子宮回復が良ければ交配し受胎することも可能であり、

翌年度の正常分娩も可能であった。過去 3 年間の症例から分娩前後の腹腔内出血では、早

期発見と速やかな輸液開始（失血性ショックの予防）、2 次的な腹膜炎予防（感染をコント

ロール）、再出血を予防するために出来るだけ安静にすることが重要と考えられた。 



 

 

子宮広間膜裂孔ヘルニアに罹患したサラブレッド繁殖雌馬の 1 症例 

鈴木 吏（社台ホースクリニック） 

【はじめに】馬の腹腔内ヘルニアによる絞扼は、網嚢孔・鼠径・陰嚢・横隔膜・臍・大網・腸間

膜・胃脾間膜など、様々な部位において報告されている。今回我々は、子宮広間膜裂孔ヘルニア

による疝痛症状を呈し、2 回の開腹手術の後に、裂孔縫縮を目的に腹腔鏡視下手術を実施したの

で報告する。 

【症例と経過】サラブレッド種、14 歳、雌。3 年前の分娩直後に子宮動脈破裂を発症し、その後

に右側子宮広間膜血種の形成が認められていた。その年は交配せず、翌年に交配・受胎し、1 年

前に正常分娩をした。その後、再度交配・受胎し本年 3 月に分娩したが、再び子宮動脈破裂を発

症したため、補液等の救急処置を施し、数時間後に離乳していた。 

分娩の 55 日後に放牧地にて激しい疝痛症状を呈した。腹部超音波検査にて小腸壁の著しい肥

厚と拡張が認められたため、小腸の機械的閉塞を疑い開腹手術を行った。手術では、盲腸底部付

近の孔に回腸が迷入しているように触知された。絞扼された小腸を引き出し、8m の空回腸を切

除した後に端々吻合した。術後経過は概ね良好で術後 7 日目に退院した。 

術後 30 日目に再び激しい疝痛症状を呈した。超音波検査にて拡張した小腸を認め、直腸検査

で右卵巣間膜方向に絞扼されている小腸が触知された。開腹手術では、初回手術時と同様の小腸

絞扼が認められた。腹腔内探査では、血種と思われる腫瘤が右側に 2 つあり、その間に 3.5 指幅

の裂孔が触知されたが、裂孔閉鎖などの処置は不可能であった。小腸のダメージは限局的かつ可

逆性であると判断し、切除を行わずに閉腹した。経過は良好で術後 7 日目に退院した。 

2 回目開腹手術の 2 週間後に、右卵巣間膜裂孔縫縮を目的に立位腹腔鏡手術を実施した。右膁

部より腹腔鏡を刺入し、直腸検査にて触知できる裂隙を確認しながら腹腔の観察を行ったが、裂

隙があったと思われる部位は既に膜性に癒着・閉鎖しており、処置せずに手術を終了した。 

【まとめ】馬における子宮広間膜裂孔ヘルニアはこれまでに 5 例の報告がある。２例は妊娠して

おり、２例は空胎、１例は妊娠に関する記載がなかった。5 例中 2 例は開腹手術によって小腸絞

扼の整復がなされたが、裂孔の閉鎖については確認できなかった。 

裂孔縫縮を目的に行った腹腔鏡手術において、裂孔は既に閉鎖されていたものの、その確

認ができたことは非常に有意義なことであった。現在、馬における腹腔鏡手術では、小腸の

腸間膜裂孔の縫合や、子宮広間膜の縫縮手術などの報告がなされており、今後同様の症例に

遭遇した際は、裂孔縫縮の技術を習得しておく必要があると思われる。 


