
- HSO-15 -

[HSO-15]

©公益社団法人 日本獣医学会 

日本獣医学会 第163回日本獣医学会学術集会 

一般演題 | HS.臨床分科会（小動物）

HSO.臨床分科会（小動物）
 

 

育雛方法の異なるコザクラインコ(Agapornis roseicollis)における

羽毛損傷行動とコルチコステロン代謝物排泄との関係
〇海老沢 和荘1,3、楠田 哲士2、北村 麻子1、中山 駿矢1、白 仲玉1、木下 梨恵1、金山 喜一1、鯉江 洋1 (1.日本大 生

物資源科・獣医生理、2.岐阜大 応用生物科・動物繁殖、3.横浜小鳥の病院 )

キーワード：トリ、内分泌系、その他、行動

 
【背景】 

羽毛損傷行動（ FDB）は、飼い主、飼育員、臨床医にとって厄介な問題であり、人と動物の絆を損ない、動物福

祉を低下させる可能性がある。 FDBの危険因子は、一般的に社会的隔離、不毛な環境による慢性ストレス、人工

育雛による種特異的行動パターンの不獲得が考えられているが、種別の危険因子の研究は限られている。 

【目的】 

今回我々は、コザクラインコ(Agapornis roseicollis)における FDBの慢性ストレスおよび育雛方法の影響を評価す

るため、非 FDB群と FDB群の糞便中のコルチコステロン代謝物（ CM）の比較を行った。 

【材料と方法】 

本研究には、一般家庭で飼育され、個別にケージに収容された122羽のコザクラインコが使用された。検体は、獣

医師の診断に従い非 FDB群および FDB群の2つのグループに分類された。非 FDB群は、82羽（オス50羽、メス

32羽）、 FDB群は、40羽（オス21羽、メス19羽）であった。育雛方法は、ハンドリング自然育雛（ PR-NH）と

人工育雛（ HR）の２つに分けられた。糞便は、午前7:00-10:00の時間枠で3日連日、1カ月の間隔を開けて2回収

集された。 CM濃度は酵素免疫測定法により決定された。 

【結果】 

育雛方法の比較では、 HRは、 FDB有病率が有意に高かった。非 FDB群と FDB群の平均 CMは、それぞれ

276.6ng/g、292.3ng/gであり、両群間に差は認められなかった。非 FDB群において HRは PR-NHに比べて有意

に平均 CMが高く、それに対して FDB群は、育雛方法間で差は認められなかった。 

【考察】 

コザクラインコにおける FDBの原因は、慢性ストレスに加えて、他の要因も考慮されるべきであることが示唆さ

れた。 HRの有意に高い FDB有病率と非 FDB群における HRの有意に高い平均 CMは、 PR-NHが優れた育雛方法

であることを示唆すると考えられる。
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バンドウイルカ心電図波形と右心室構造に関する研究
〇木下 梨恵1、白 仲玉1、海老沢 和荘1、河村 奈都美1、中山 駿矢1、金山 喜一1、鯉江 洋1 (1.日本大 獣医生理・病

理生理学研究室)

キーワード：野生動物、脈管系、形態、イルカ

 
【背景・目的】現在まで小型鯨類の循環生理学研究はほぼ実施されていない、心電図に関する研究は Hamlinらに

より、有蹄類と同様の増大した陰性 S波を主体とすることが明らかとなっている。しかし、心臓の刺激伝導系に関

する組織学的検討が行われた報告は少なく、心電図波形との関連性は不明である。今回我々は肉眼および組織学

的に心室を観察し、心電図波形とプルキンエ線維の走行と心臓形態について考察を行った。【材料・方法】ホル

マリン固定したバンドウイルカの心臓を、心尖部から約１ cmの間隔で横断面ブロックを作成し、両心室壁の厚さ

ならびに内腔径を測定した。組織学的観察は薄切組織切片を作成し、 Azan染色を行った。【結果】プルキンエ線

維は心内膜直下を走行していた。イルカ心臓は、陸棲哺乳類に比べて右心室内腔は拡張していた。【考察】有蹄

類は心室内のプルキンエ線維が、心外膜側に近い心室筋深部を走行しているため陰性 S波を示す。イルカも同様の

波形を示すことから、我々はプルキンエ線維走行は有蹄類と同様であると予測した。しかしそれとは異なり、実

際は陽性 R波主体のヒト・イヌ・ネコと同じ心内膜直下にプルキンエ線維の走行がみられた。イルカ心電図波形が

陰性を示す要因は、右心室内腔拡張によるものと思われた。よって増大した陰性 S波は心電図電気軸の右軸変位に

よるものと考えられた。ヒトではレクリエーションダイバーの心電図右軸変位が報告されており、潜水による水

圧は循環器に対して右室容量負荷を与える。水棲動物であるイルカは、水圧のため右心系に血液が貯留しやす

く、よってそれらの右室容量負荷に耐えるため、右心室内腔拡張が引き起こされるものと推測された。
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免疫組織化学的手法を用いたカニクイザル実験的自己免疫性心筋炎

(EAM)モデルの病態解析
〇山崎 貴弥1,2、中山 駿矢1,2、鯉江 洋1、白 仲玉1,2、後藤 凜央1,2、伊藤-藤城 康世1,2、金山 喜一1、棟居 佳子2、山

海 直2、保富 康宏2、揚山 直英2 (1.日本大 生物資源・獣医生理、2.医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究

センター )

 
先進各国におけるヒトの死因の多くを占める心疾患の中で、心筋炎は患者数も多く、治療難度の高い疾患であ

る。また、未だ不明な心筋炎の原因や病態機序の解明は危急の問題である。近年げっ歯類における EAMモデルに

おいて、 T細胞が主体の免疫反応が報告されている。そこで本研究では、カニクイザル EAMモデルにおいて、心

筋組織に起こる免疫誘導について、免疫組織学的手法を用いて検証した。 

　実験には霊長類医科学研究センターで同一条件下にて飼育されている、健康な５頭のカニクイザル（オス２

頭、メス３頭）を用い、うち一頭を陰性対照とした。これらのサルに免疫誘導して心筋炎を発症させ、数週間ご

とに採血および心エコー図検査などの循環器検査を実施した。その後、心筋組織を用いて病理および免疫組織学

的解析を行った。本モデルでは、循環器検査で顕著な心臓ホルモンの上昇および心収縮力の低下、心電図異常や

弁部逆流を認めている（第162回本学会発表）。 

　HE染色、 MT染色において心筋の広範な繊維化やリンパ球の浸潤、空胞変性を認めた。これより、ヒトの病態

を反映した心機能不全病態を呈している事が明らかとなった。また、免疫染色では CD3、 CD4陽性のリンパ球が

多く浸潤し、 CD68陽性のマクロファージなどが認められた。また、傷害を受けた心筋細胞には IL-1βの発現も

認められた。 

　この結果より、本モデルにおいて T細胞が病態に深く関与していることが明らかとなった。さらにその心筋傷害

メカニズムの1つに IL-1β、マクロファージが関与していることも示唆された。心筋細胞への T細胞の浸潤がこれ

らの免疫を誘導したと考えられる。このことから、本モデルはヒト病態を反映し、有用なモデルであることが確

認された。
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カニクイザル自己免疫性心筋炎（ EAM）における T細胞応答解析
〇中山 駿矢1,2、鯉江 洋1、山崎 貴弥1,2、白 仲玉1,2、浅賀 正充2、金山 喜一1、山海 直2、保富 康宏2、揚山 直英2

(1.日本大 獣医生理、2.国研 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター)

キーワード：実験動物、脈管系、病態、

 
自己免疫性心筋炎は自己心筋への免疫誘導により心筋細胞の壊死、線維化により心機能が低下する。他の自己免

疫性疾患同様に自己抗原を認識することが発症の機序といわれているが、そのメカニズムや病態は未だ不明であ

る。小動物モデルでは細胞性免疫、特に Th17細胞などの関与が報告されている。本研究においてはヒトに近縁で

心臓サイズも大きく、機能的・生理学的にも近似な非ヒト霊長類を用いた実験的自己免疫性心筋炎（ EAM）モデ

ルを用いて免疫後の T細胞応答を中心に経時的な解析を行った。実験には霊長類医科学研究センターにおいて同一

条件下で飼育されている3頭の健康なカニクイザル（オス2頭、メス1頭）およびコントロールを用いて検討を

行った。 EAMはミオシンと IFAを混合、大腿内側皮内へ接種し、1週間後および３週間後に追加免疫を行った。初

回の免疫から28週後に採血を行い、単核球を分離しフローサイトメトリー解析を実施した。解析は hCD3, hCD4,

hCD8の表面抗原に加え IL2, IL17A, TNFαおよび IFNγなどのサイトカインについて行った。その結果、 EAM群

は CD8＋細胞比率が増加し、 IL-2や IFNγ、 TNFαなどの炎症性サイトカイン産生細胞の増加を認めた。また

Th17細胞についても増加を認め、非ヒト霊長類モデルにおいても小動物モデル同様の病態を示すことが確認され

た。これらの結果より、 Th17細胞による各種サイトカイン誘導に伴い細胞性免疫が誘導されている可能性が示唆

された。また、 CD8＋細胞比率の増加および組織障害性サイトカインの誘導も確認されたことから心筋障害過程

において Th17細胞と CD8＋細胞が互いに関与しながら心筋炎を惹起している可能性が示唆された。
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糖尿病性心筋症カニクイザルにおける免疫学的手法を用いた解析お

よび糖尿病マーカーの検討
〇後藤 凜央1,2、中山 駿矢1,2、鯉江 洋1、白 仲玉1,2、山崎 貴弥1,2、伊藤ー藤城 康世1,2、金山 喜一1、棟居 佳子2

、山海 直2、保富 康宏2、揚山 直英2 (1.日本大 生物資源・獣医生理、2.医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学

研究センター )

 
【目的・背景】我が国をはじめとした各先進国では糖尿病患者の増加に伴い心臓の機能障害を来す糖尿病性心筋

症(DCM)心筋症の報告が増加傾向にある。これまで我々はそれら DCMを自然発症するカニクイザルの存在を明ら

かにし、モデル動物としての有用性を検証してきた。今回、それら DCMの病態メカニズムを明らかにすべく、心

筋の炎症に焦点を当てサイトカイン、免疫細胞および酸化ストレスを対象に免疫組織学的手法を用いて解析し

た。また新たな糖尿病マーカーであるグリコアルブミン(GA)がカニクイザルにおいても有用であるかを検討し

た。【材料と方法】実験には霊長類医科学センターにおいて飼育されている自然発症 DCMカニクイザル６頭の心

筋組織を用いて IL-1β、 CD3、 CD4、 CD8、 CD20、 CD68および4HNEを対象とした免疫組織学的解析を行い

健常サルの組織と比較した。また血中グルコース濃度や HbA1c等の生化学検査と併せて保存血清を用いて GAの

測定は行った。【結果】 DCM発症サルの心臓には炎症の発生を意味する IL-1βの陽性反応とともに CD3、

CD4、 CD8、 CD20、 CD68陽性のリンパ球、マクロファージが確認され、心筋の細胞質における酸化ストレス

物質である4HNEの陽性反応も確認された。また血液生化学検査では糖尿病発症サルにおいて GAの上昇が顕著に

みられた。【結論】この結果から DCMにおける心筋障害には T細胞、 B細胞、マクロファージが関与しているこ

とが明らかになった。また４ HNEの検出から心筋障害に酸化ストレスが関与していることが示唆された。さらに

血液生化学検査の結果から新たな糖尿病マーカーである GAがカニクイザルにおいても有用である事が示唆され

た。
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ニホンザルにみられた心筋症2症例
〇白 仲玉1,3、揚山 直英3、中山 駿矢1,3、棟居 佳子3、金山 喜一1、澤田 悠斗2、宮部 貴子2、兼子 明久2、鯉江 洋1

(1.日本大 獣医病態生理、2.京都大学霊長類研究所 、3.医薬健栄研 霊長類医科学研究センター )

キーワード：実験動物、脈管系、病態

 
循環器疾患など希少疾患の病態解明に実験動物モデルは重要である。特にヒトと解剖学的構造と生理学的機能が

類似するサル類の研究は有用性が高い。近年、実験モデルとしてよく使われる小型のカニクイザルについては体

型が小さく、循環器疾患についても報告がされつつあるが、ニホンザルについての循環器疾患の研究がまだ少な

い今回我々は京都大学霊長類研究所で飼育され、定期健診の胸部レントゲン検査で心陰影の拡大を認めたニホン

ザル2例について循環器検査を行いその解析を試みた。検査はレントゲン検査、心電図、心エコー図を行った。ま

た、血液生化学検査として、心疾患の指標とされている血中 ANP,BNP濃度、心筋損傷評価にトロポニン I、トロ

ポニン Tの測定を行った。また死後、剖検を行い、心筋組織の病理学的検索を実施した。その結果、両症例ともレ

ントゲン検査で心陰影の拡大と肺野の不透過性上昇が観察され、心エコー図検査では、僧帽弁逆流、心収縮率の

低下が認められた。心電図検査では共通の所見として左脚ブロック、 RR変動率低下、症例１では右軸変位、症例

２では R波の増高など心臓負荷所見が認められた。血液検査においてはいずれも ANP,BNPの高値、トロポニン

Iの高値、症例２ではトロポニン Tの高値を示した。剖検時の肉眼所見では症例２に著しい左心室の肥厚が認めら

れた。病理組織学的検査ではいずれも著しい線維化や心筋の錯綜配列、変性が認められた。以上の結果から、症

例１は拡張型心筋症、症例2は肥大型心筋症と診断した。今後はニホンザルにおいて初の心筋症家系の存在を明ら

かにすべく、遺伝的因子を検討するため2症例の家系を中心に循環器検査を行う予定である。


