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馬 の 呼吸器 系 と呼吸器疾患

前 々号 に引 き続 き、呼吸器 にみ られる様 々な疾患 について今号 と次号 の 2日 に分けて解説 します。

馬 の 呼 吸 の 異 常 と症 状

競 走 馬 の呼 吸 器 疾 患 の 発生 状 況
中央競馬 に所属す る競走馬の呼吸器疾忠 について、競

馬 の呼吸 の状態 は鼻孔やlml胸
腹部 の動 きを観察すれば
分か ります。正常 な呼吸は胸式お よび腹式の両者が一定

走馬保健衛生年報 (JRA馬 事部発行)を もとにみ る と、

間隔で起 こ ります。安静時 の馬 の呼吸数は 1分 間に 8〜

診療局所数 (新息か否かにかかわ らず、その区分内の疾

16回ですが、運動 によ り著 しく増加 します。呼吸数 をみ

患 で診療 を受 けた馬 の 局所数 を診療 の都度合計 した も

る と少呼吸 は童度の脳疾患 でみ られることがあ り、多呼

の)は 、最多 は運動器疾患ですが、次 いで呼吸器疾患が

吸 は発 熱時 に観察 され ます。重度 の航痛 (変位航 な ど)

多 くみ られ ます。呼吸器疾患 の発生実頭数で最 も多 いの

では呼吸時 の腹部 の動 きが腹痛のため抑制 され、逆 に胸

は感冒で、次に輸送熱、鼻出血、喘 lle症
、肺炎 の順 となっ

膜炎では胸部 の疼痛 のため腹部 の動 きが 目立つ ようにな

てい ます (表 1)。 そ こで、 これ ら疾患 につ いて順次説

ります。

明 します。

.

異常呼吸音 には、 いび き、喘鳴 (次号 で rlyしく説明 し
ます)力 ｀
あ ります。呼吸困難 は吸気性お よび呼気性 に区
別 され ます。吸気性呼吸困難 は気管支炎、気道狭窄、肺
水腫 お よび肺炎でみ られ、呼気性 のそれは肺 の胸膜癒着、
膿胸お よび慢性気管支炎 にみ られます。

感 冒 (風邪 )
感冒は鋭走馬の呼吸器疾患では最 も多 く発症がみ られ
ます。 い わゆる風 邪の ことで、上気道の炎症性疾忠であ

咳 (咳峡 ともいい ます)は 、肺か らの空気 の急速 な圧

り上気道炎 ともいい ます。下気道炎は気管支炎で、 さら

出であ り、気道粘膜へ の利敵 (果物、 ガスお よび炎症 な

に奥 に進む と肺炎 とな りますが、単純 な気管支炎 までを

どに起 因)に 対す る反射 として生 じます。若齢馬 に多 く

風邪 とい うことが多 い ようです。原 因 はウイルス (多数

認 め られる咽喉頭炎では、咳や異常呼吸音 などの症状が
み られ、内視鏡検査で咽喉頭部に充血、膿性粘波の付着

の種類があ ります)が 鼻や 日か ら侵入 して上気道 の粘膜
細施に侵入す ると発症 します。鼻 カター ル といい、は じ

お よび リ ンパ 漉胞 の過形成 な どが認め られ ます。重度の

めは透明感 のある水様 の策液性 の炎症 ですが、粘液性 か

感染症お よび中毒 では、浅 い呼吸か らだんだん深 く速 い
呼吸にな り、時に無呼吸 となるチ ュー ンス トー ク呼吸が

らさ らには膿性鼻汁 の排 出 をみ るよ うにな るこ とが あ

み られることがあ ります。
前述 の様 な症状がみ られた ら、早期 に必要 な検査 を受
ける必要があ ります。一 度呼吸器疾患 を患 うと、回復 に

り、鼻汁が混濁 して くると細菌 の二次感染が疑 われます。
風邪 の原因の大部分 は多種類の ウイルス感染 といわれ
てい ますが、寒冷、乾燥 お よび急激 な外気温の変化 な ど

長時間を要す ることが多 いことか ら、呼吸に異常がある

は風邪の誘因 とな ります。症状 はウイルスの種類 によ り
、発熱や咳お よび鼻漏がみ られるのは同 じ
異 な ります力章

と感 じた ら早 日の対応が必要です。

です。炎症が下気道 に波及 してい くと症状が さらに激 し
くな ります。下坂 リンパ節 の腫帳 を伴 うことがあ り、消
炎斉じ
や抗生物質の投与が有効です。副鼻腔 に細 菌感染が
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波及す ると蓄膿症 (慢性副鼻腔炎)と な り慢性化す るこ

輸 送熱 は馬 を長時 間輸 送す る こ とに よ り発熱 し、呼

とがあ り、外科手術 (円鋸1,)が 必要になることもあ り

吸器に炎症 を起 こす病気 の ことで、英語では Shipping
Ⅲ
建ver"と 言 い、文字通 り 輸送熱 です。輸送熱は重症

ます (図 1)。

化す ると肺炎を起 こ し、命 にかかわるほ どの怖 い病気で
す。北海道 の牧場か ら競走馬 を栗束や美浦 トレーニ ング
輸送熱

セ ンター まで馬運車で輸送する と、輸送熱 を発症する可

競走馬 の輸送手段 として明治時代か ら昭和30年代 まで

能性 が高 くな ります。輸送 された競定馬の うち年 間400

は、生活物 資や資材 の輸送 と同様 に、専 ら鉄道貨車 に依
存 してい ました。 一方、 自動車輸送 は昭和 10年前後 に始

頭前後が輸送熱 を発症 し、 この うち20数頭が肺炎 に陥 り

ま り、昭和22年に 日本馬7L愉送 自動車株式会社が設立 さ

の早期診断法 と適切 な治療法 の開発や予防法が、長 い問

れ、それ以降は次第に自動車での輸送が普及 して い きま

切望 されてい ま した。

した。 また、馬運苺内の冷房設備や車内換気 の改善が行
われ る とと もに道路網 の整備が着 々 と進 んだ こ ともあ

輸送熱 の原 因は以前 か ら不 明で したが、JRA競 走 馬
総合研究所 では今か ら30数年前 の実浦 トレーニ ングセ ン

り、現行 では国内での移動 はすべ て 自動車輸送 で行 われ

ターの開場 に伴 い、輸送が高体 に与 える影響や輸送熱の

てい ます。

原因や予防法について、 い くつか のプロジェク ト研究が

ます (表 1)。 このため、競走馬 の輸送熱や輸送性肺炎

進め られ ました。輸送熱に関す る研究 では、最初に どれ
くらいの輸送時間で輸送熱 を発症す るのか とい うことに
ついて、長時間輸送時 における馬の体温 の変化 を測定 し
ました。その結果、輸送開始か ら約20時間後か ら発熱す
る馬の割合が、急激 に増加す ることが明 らか とな りまし
た。 さらに、愉送中の馬 の心拍数や呼吸数が、馬運車 の
た行時間 と運動 して増数 してい ることも分か り、 ス トレ
スによ り抵抗性 の低下が示峻 され ました。次 いで、馬運
車内の環境 と発熱 の関係 について調べ た ところ、馬運車
内の閉鎖空間では時間の経過 とともに、馬か ら排泄 され
た尿や糞 か ら出るア ンモニ アガスの濃度や 吊 り乾草か ら
出る産挨や空気 中の浮遊細菌量が増加 し、 これ らが原因
図1 円 鋸術後の治療中の馬
(URA馬 事公売診療所提松)

で発 熱 して いることが明 らとなって きたのです。馬は輸

表 1 」 RA所 属競走馬における呼吸器疾患の発生概況
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(JRA馬 車部発行 競 走ヽ保健街生年報 より)

馬 にみ られる病気 0

送 中に精神 的 (不安、恐怖 等)、物 理 的 (車の振動 等)

にSttωゎctlccLS ttθ
?亡 卸 iCLSが 挙 げ られ ます。肺炎

お よび化学的 (アンモニ アガス)な 様 々なス トレス を受
けていることを、副腎皮質刺激ホルモ ン (コルチ ブー ル)

の多 くは免嘘 力が低下す る長時間輸送、強度 の運動負荷

値 が増加す ることによ り明 らかに して きま した。

JF4器
症状 (発咳、呼吸速拍、浅滞な】
曳式呼吸、鼻漏な ど)、

これ らの多方面 にわたる研究か ら、長期 間不明 とされ

などによ り誘発 され ます。肺 炎の発症馬は体温上昇、呼

元気や食欲の消失がみ られ、重症化す ると高熱 (39度以

て きた輸送熱へ の対策が とれ るようになって きま した。

上)や 深 い咳 を発 します。鼻漏 は急性期では水様ですが、

すなわち、輸送熱 の発症予 防には馬避車内 を清潔に維持

慢性化す る と腱性 にな ります。罹忠馬は加部 の痛みか ら

す ること (換気状況 の改善、糞尿 の処理、塵映 の浮遊 を

横臥 を嫌 い、起立 したままで いることが多 く、前胸部や

少 な くす るこ と)、輸送 中の休憩 はで きるだけ数多 くし

下肢 に浮lEを認めるようにな ります。急性症では短期 間

か も時 間を長 く取 ること (換気回数の増加、 ス トレス凶

で治癒する場合があ りますが、著 しく胸水が貯留 した り

子 の減少)な どが重要であることが、厩 舎や牧場 関係者

化膿性胸膜炎 に陥る と全 身性 にlu痩 し、予後不賞になる

に提言 され ま した。 これ らの研究成果 と、高速道路 など

ことがあ ります。重度の肺炎発症馬 は胸膜 炎 (図3)を

の さらなる整備 による輸送時 間の短縮お よび臨床獣医師

併発す ることが多 く、16水が増量 じ貯留す ることがあ り

に よる輸送熱予防の治療方法 の進展等 によって、競走馬

ます。

の輸送熱発症例 には減少傾向がみ られるようです。 しか

肺炎 は臨床近状か ら診断可椛ですが、気管支鏡検査で

し、競走馬の長距離輸送の場合 には十分 に注意す る必要

確定診断 します。 さらに、気管支肺胞洗静 によ り原因病

があ ります。

原体 の特定がで きます。 ウイルス性肺炎 の場合 には対症
療法 を行 い ますが、細菌の二次感染 に注意する必要があ
ります。細菌性肺炎 の場合、抗菌業が有効であれば加療

肺 炎 お よ び胸 膜 炎

開始後 3〜 4日 間で解熱 しますが、解熱 しなければ抗菌

肺炎は気管支や肺 にウイルスや細菌が侵入 し、炎虎が

業 の追加や変更、胸膜炎の併発 を考慮 した加療が必要で

誘発 されることに よ り起 こ り、生命 にかかわる重度の疾
患 になる ことが あ ります (図2)。 一 般 に、肺炎 は若 馬

す。加療 の終了後 も当分の間安静 に して、完全 に回復す
るまで過度な運動 は控 える必要があ ります。

や老齢馬 に発症す ることが多 く、急性肺炎によ り死亡 じ
た り、慢性化 して著 しい競定能力 の低下を招 くことが あ
ります。
原因 はウイルスや細菌 の感染 で、 ウイルスでは馬算肺

*競 定馬の呼吸器疾患一 細菌性肺炎 の診断 と治療一 、帆
保誠二、BTCニ ュース88号、Pll‑14、 2012 も 参考に
して下 さい。

炎 ウイルス、馬 イ ンフルエ ンザ などがあ り、細菌 では主
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図 2 肺 炎 に陥 つて い る肺 の 吉側 面
左右肺後葉中央辺縁を中心に広い範囲の慮染がみられます (矢
【
P)
(JRA競 走馬総合研究所提よ)
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因 3 左 肺後案 の横断面
肺の周囲を包む胸膜の表面に炎症が起きて胸膜が肥厚していま
す (矢印)
長,E離輸送による輸送性肺矢ではしはしば胸膜炎に陥る例がみ
られま抗
RA競 走馬総合研究所提供)
(」

