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の診かた

はじめに

日本ウマ科学会 馬rn床獣区miワーキンググループでは、

毎年、馬廊床にたずさわる会員の新知「tの吸収および意見

交換の場を提供するH的 で、外国人講師を招聘し各地で巡

回講演をFfllFrしていま先 昨年度は、政行に関する画像診

断やブアパフォーマンス診LFのスペシャリストとして、 L界 的

に著名なDi Sue Dyson先 生を招秘しました。その政行

に関する講流会が、関係団体 (JBBA 日 本ウマ科学会 日

高獣医師会 JRA日 高育成牧場 BTC)の 協力のもと、昨

年12月に北れ道許内において、「ウマの投行の診かたと永

本的な検査方法Jと いう流題で、馬関係者向けに開催され

ましたので、その概要を判た告しま丸

Dyson先 生は、共同の動物医療機関、アニマル ヘ ルス

トラストの馬本1学センター 飾 床整形外科学部門長として活

解され、販行のバイブルとされる教科書 「馬の政行Jの 共

著者として、世界的に著名な獣医H冊です (図1)。今回は馬

の販行をどのように診るのか、そして診LFに必要な基本的

な検査の方法について、分かりやすく説明していただきま

した。

軽種馬育成調教センター 技 術普及課長  /j｀ 本本  ジ ヒネ己

ウマが政行 しているかどうか ?

yrt行している馬の病歴はとても役立つことがありますが、

紛らわしい場合もあり、止確な病歴の聴取が必要となりま

れ そのために、以下の点を重要視していま丸

1)Ft行 の継続期間

2)披 行が発生した状況

3)最 も悪いHキの販行の程度

4)熱 感や距脹

5)過 去の運動器満や外傷の既往歴

6)こ れまでに何らかの .A療が行われたかどうか?その際

の治療に対する反応はどのようであったか?

また、防乗者が感した馬の引大きも重要となりま丸

1)lrr発 さがllR下していないか?

2)一 方のハミにもたデ■かかっていないカサ

3)手 前を繰り711し変えていないか?

4)ス トライドが短くなっていないか?

5)歩 様が硬くなっていないか?

このような馬の病肝や41状は獣医師が最も如りたい情報

なので、獣医出すに依頼する際には、事前に担当者に聞き取り、

メモなどしておくと診棟力`スムーズに行われることでしょう。

破行 しているのはどの肢か ?

1 典 型的な前肢の政行

歩様を見ながら、ひづめの古を同き、どのような歩様をし

ているかを観察しま丸 政行していない破が若地するH十は

Jn 3が下がりま坑 逆に、政行している肢が地面に付く叶は頭

力とがりま坑 政行している肢は多くの場合ストライドが短く

なりま坑 球節の沈み込みが浅い場合は、そのrutに痛みが

あることを意味していま丸 姉をJL面のどの位置に若いてい図 1 世 界的に者名な DysOn先 生
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るか?肢の振り上げ方がまっすぐになっているか?旋回の状

態などを注意深く観察しま抗

2 後 肢の政行

ま拭 蹄の踏着の様子を観察するため常歩で観察しま抗

ゆっくり時間をかけ、各肢がどの場所に踏着しているか、次

に速歩をさせ後肢の動きを観察しま坑 Plr尖を引きずって

いないカヤストライドが短くなっていないか?肢の選びが硬く

なっていないか?販行が一貫して認められるか?なA時 田

を力対すて観察していきまするまた、病みの原因がどこにある

のかは、歩様検査のみでは間違った判断をすることがある

ことも覚えておくべきでしょう。

3 速 歩での歩様検査

その馬らしい動きができているか?歩幅が短くなる場合は

披行が考えられま坑 頭部 頚部の動きが異常をものや腎

部の動き力S左右対称かどうか?速歩をしている際、馬をまっ

すぐに走らせることが重要で丸 よくあるのは、引き手の方

に頭を向けさせてしまうことく 左後肢が右前肢の方にクロ

スしてしまい、誤った判断を招くことになることがありま坑

臨床検査

1 視 診

1)姿 勢 :姉葉炎などの集合姿勢や姉を浮かす免重状態

等が見られるか否か?

2)馬 格 :全体的に見て披行しやすい条件がないかどう

カヤ例えば直飛は繁靭常の損傷が起こりやすい。

3)対 象性 :筋肉が痩せている方が政行肢の可能性が高

い。特に腎部の筋内において。

4)異 常な腫脹 i左右前後で比べながら、各所に腫帳が認

められないか?

5)姉 i大きさ 形 が左右対称であるかどうか?挙腫蹄や

狭窄蹄は政行を起こじやすく、より立ち気味なllrは過去

の政行を示しているかも。

2 触 診

腫帳 熱感 触 診痛の有無を観察し、また左右技の反応

の違いを観察しま坑 次に、各関節を屈曲して出がり具合

がF常 であるか、関節を曲げることにより馬が痛みを感じて

いるかどうかを観察しますとこの場念 左右で実施し反応

を比較することが大切で丸

3 屈 曲試験

肢を曲げることにより破行が悪化するかどうかを観察しま

坑 肢を曲げて1分ほど保持し、その後遠歩で定らせ破行

の】大態を観察しま坑 屈曲後に歩様が悪化すればその部位

に痛みがあることになりま坑 飛飾遠位の関節炎の場合は、

対側肢を屈出させた場合に歩様が悪化する場合がありま丸

診断麻酔のテクエック

各種検埜を実施した後も城行の原因部位が分からない場

合、局所麻酔を使用し痛みの部位を探ります (診断麻酔)。

神経ブロックを行った部位より遠位 (下方)に 痛みがある場

合は吸行が消失し、近位 (上方)に 痛みがある場合に破行

は残りま坑 したがっく 姉に近V下の方から順次上の方ヘ

実施されます (投薬の間隔をあけながら)。また、関節の中

に直接注入することもあり、これにより痛みの原因が関節内

部かどうかを判断しま曳 局所麻酔をする上で注意しなけ

ればならないことは、局所麻酔により馬が痛みを感じなくな

るため動きやすくなり、不完全骨折があれば骨折が悪化す

ることになりま抗 そのため、診断麻酔の前l_慎重な臨床

検査が実施されなければなりません。

画像診断

l X線 画像

下肢部の関節は少なくとも4方向からの撮影が必要であ

り、さらに追加が必要な場合もありま丸 高い画質で撮影し、

わずかな変化も見逃さないように、読影は慎重にしなけれ

ばなりません。馬が披行してすぐにX線 撮影すると、何の

骨変化も起きていないように写る場合があり(第3中手骨や

第1指骨など)、時には骨変化の前に吸行が早く良くなるこ

ともありま坑 そのため、跛行が治癒したからと言って早く

運動を開始すると、より深刻な損傷が発生する場合があり

ま汽 X線 画像上に変化が見えるようになるためには、骨

密度に40%の変化がないと見えるようになりません。

2 超 音波検査

X線 は骨につい〔 超音波は腔 靭帯などの軟部組織に

関する情報を与えてくれま丸 超音波検査は損傷の程度を

確認し、損傷範囲を評価することや修復過程を客観的に評

価することにより、適切なリハビリを実施することができま

抗 浅屈腱の損傷は競走馬に重大な影響を与えますが、浅
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屈肥の損傷を早期に見つけることができれば、 L手 く管理す

ることが可能な場合もありま,■ 屈雌割蜘=若千の川I帳が認

められ、それが急込に減少したとしても、浅lL般にfFl傷が

あるかもしれません。このようなlE帳を見つけたら定期的に

11診する必要がありまii要 なのはTP4行がないからと言っ

て、腔の損傷がないとは言えないということで先 肢を持ち

上げて触診して林みがある場合、陛の相傷が記められる可

市と性が高いと考えられま丸 時には、バンテージで損傷して

しまうこともありま丸 急性の損傷の場合、すく出こ超音波校

査を受けると検査結果が正しく十J断できない場合がありま

i握 帳が発生しすぐに校査した場合、ltrはほほ正■に見

えるかもしれません。そこで、 1週 同から10日後にⅢ校介を

ltlめていま,■

われていま,、 また、馬のうと力を最大限に発揮させるため

には、牧場スタッフカ`一つのチームとしてまとまってrlくこと

が■要であると述べられていたのが印象19でした。

当日は道内観拙1史にr4大級の燥岬低気Eが 通過したた

め、 日高地方でも竜巻が発生するなどの思天候のI、 約

300人という大変多くの参方n者が恥討し 問 ″いの高さを物

語っていました(図2).Dyson先 生も熱心な参力n者から数

多くの質出を受け、H本にも熱心なホースマンが大勢いるこ

とには心していました。

最後に

Dyson先生は、ヽのrL行は牧場スタッフが定期的にヽの

歩様をチェックし、馬の果常に■く気がllく技術を身に1」■)

ることが大切であり、 このことが早期治掠に蝶がる、 と言 図2 超 満員の議習会
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口日生研日脳 馬ゲタ混合不活化ワクチン ロ 日生研EVA不 活化ワクチン
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