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研究ノート

トレーニング中のサラブレッド競走馬における
血清プロジェステロンの季節変化について
*
高橋佑治1）・
赤井

誠1）**・村瀬晴崇2）
・南保泰雄3）

要約
本研究の目的は、日本において3月から8月の間にトレーニングを行っていた競走馬の黄体活性を調
べることである。102頭の現役競走馬を黄体活性群と非黄体活性群に分けた。黄体活性群は4週間のサ
ンプル採取期間中常に1ng/ml以上のウマと、期間中1ng/mlをまたぐような変化をするウマとした。ま
た、非黄体活性群は常にプロジェステロン濃度が1ng/ml未満のウマとした。5月1日~6月30日のlate
springと7月1日〜8月31日のsummerにおいて、黄体活性群の割合は3月1日〜4月30日のearly springよ
りも有意に高かった（p<0.01）。このことからトレーニング中の現役競走馬においても卵巣機能は季節
変化を示し、レースに向けたトレーニングは卵巣機能に影響を及ぼさない可能性が示唆された。

ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ

そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日

とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは

であることが知られている[12]。末梢血のエスト

時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能

ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ

障害を示すことが多い。このように女性アスリー

ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ

トは、アスリートではない一般女性とは異なった

ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する

血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。

[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ

したがって、女性アスリートと同様にウマにおい

ドは11−15カ月齢で春機発動が起こることが明

ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ

らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか

らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた

ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は

す可能性がある。

季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。

通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を

競走馬はアスリートであり、日々過ごしている

通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その

環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬

ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の

とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。
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一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間

図1

中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血

各タイプの代表例を示す。点線は1ng/ml を示す。破線、細線、太
線はそれぞれ非黄体活性、持続性黄体、排卵型を示している。非
黄体活性型、持続性黄体型はサンプル採取した期間中、全てに
おいて血清プロジェステロン濃度がそれぞれ1ng/ml未満、
1ng/ml 以上であったもの、排卵型はサンプル採取した期間中、
1ng/ml をまたぐような変化をしたものと分類した。

は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か

た 。統 計 解 析 に は R ( T h e R F o u n d a t i o n f o r

ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠

Statistical Computing, Vienna, Austria version

心分離し、測定するまでは−20℃で保存した。サ

2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama

ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採

Medical Center, Jichi Medical University, Saitama,

取した。

Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。

血 清 プ ロ ジ ェ ス テ ロ ン 濃 度 は 、D E L F I A

サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した

(dissociation-enhanced lanthanide ﬂuorescence

ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵

immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し

いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か

た。

ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持

サンプリングしたウマを血清プロジェステロン

続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低

濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型

かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄

に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。

体非活性型は3月には74％であったが、月が経過

排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに

するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月

少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に

以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ

変化しているものとした。持続性黄体型は常に

た。

1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。

黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ

統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ

ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合

を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数

は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって

が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次

有意に異なり、late springとsummerはearly spring

のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ

よりもその割合は高かった(P<0.01)。

たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

表1 各月における血清プロジェステロン濃度変化の分布
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黄体活性に対する各季節の影響

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度

各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に

トレーニングはアスリートでない女性にも月経不

示す。early springにおいては2歳馬からサンプル

順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し

を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄

た競走馬には、このような性周期不順はなかった

体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ

と考えられた。

46%、44％)。late springおよびsummerにおいては

本研究の結果から、５月以降におけるほとんど

年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で

の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して

あった。

いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発

表3

各季節における黄体活性群、非黄体活性群の年齢構成

情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬

本研究では、early spring (3月1日〜4月30日)に

と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合

おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日〜

で持続性黄体を有することが明らかとなった。一

6月30日)とsummer (7月1日〜8月31日)よりも有

方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95

意に低かった。さらにlate springとsummerにおい

日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい

ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で

る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続

あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい

くのかについては、より長期間のサンプリングが

ても黄体活性に季節性があること、およびlate

必要であると考えられる。

springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体

本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン

活性を示していることを報告した初めての研究で

プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の

ある。

関係について統計解析を実施することはできな

別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late

かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上

spring (5月＋6月)、summer (7月＋8月)において、

では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、

ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、

late springとsummerでは高いという傾向は変わ

14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情

らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を

期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に

与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関

よって変化することを報告している[16]。さらに、

係をさらに調査するためにはより多くの、特に2

日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬

歳馬からのサンプル採取が必要であろう。

のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未

主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな

満で、排卵後に急上昇することが報告されている

かったことである。正確に黄体機能活性レベルを

[21]。

知るには直腸を介した超音波検査が必須である。

以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬

しかしながら、競走馬に継続してそのような検査

における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先

を行うのは困難である。本研究で用いたような血

行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で

中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい

あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運

ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度

動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と
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Sato, F., Nagaoka, K., Watanabe, G. and Taya,

考えられる。
本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季

K. 2012. Circulating pituitary and gonadal

節 的 な 黄 体 活 性 変 化 を 示 す こ と 、お よ び l a t e

hormones in spring-born thoroughbred ﬁllies

springとsummerではほとんどのウマが持続性黄

and colts from birth to puberty.
58: 522-530.

体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に

10．Dusek, T. 2001. Inﬂuence of high intensity

向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及

training on menstrual cycle disorders in

ぼさない可能性が示唆された。

athletes.

42: 79-82.
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