2010 年軽種馬生産技術総合研修センター利用実績
2010 年 12 月 31 日
社団法人 日本軽種馬協会
静内種馬場
≪専門技術者研修（診療技術）≫
運動器疾患の画像診断技術に関する研修
１月１６日
講 師：三角一浩 （鹿児島大学 教授）
参加者：獣医師
４４名
内 容：講演 「運動器疾患の画像診断」
実技研修 症例馬、超音波診断装置をもちいての画像描写
海外での馬診療技術研修
１月３０日～２月８日
場 所：米国 ケンタッキー州 Hagyard 馬診療所
参加者：日高軽種馬農協
獣医師
敷地光盛
日高地区農業共済組合
獣医師
扇谷 学
内 容：海外の馬診療所、近隣牧場での診療技術見学

≪専門技術者研修（護蹄関係）≫
海外護蹄最新情報症例検討会 （日本装蹄師会委託）
２月３日
講 師：Dr.Morrison、 Mr.King（米国
桑野睦敏（ＪＲＡ）
場 所：総合研修センター
参集者：装蹄師
３２名
内 容：症例実馬による実技研修

ルード＆リドル診療所）

教材の整備
海外教本翻訳、配布
原著：Simon Curtis 著「Farriery ／Foal to Racehorse」
和名「装蹄 ― 幼駒から競走馬」
翻訳：小木曽薫子
監訳：青木 修 日本装蹄師会
発刊部数：１,２００冊
配布：地元装蹄師会、関係団体

≪専門技術者研修（栄養関係）≫
海外栄養指導研修旅行報告会
１月２６日
参集者：カウンターパート、関係団体職員
場 所：研修所 講義室
内 容：ケンタッキー研修（平成２１年１０月５日～９日）の報
告会
海外招聘技術指導者による牧場巡回指導
２月１２日～１５日
講 師：Dr.Brown-Douglas、Mr.Decker（ＫＥＲ）
参集者：カウンターパート（第２期生）等
１２名～
巡回牧場：日高管内 ７牧場
２月１６日
第２期 カウンターパート 終了式
場 所：研修所 講義室
参列者：第１期、２期カウンターパート
ＫＥＲ ３名 ＪＢＢＡ副会長 他

≪一般技術者研修≫
海外護蹄最新情報研修会 （日本装蹄師会委託）
２月２日
講 師：Dr.Morrison、Mr.King（米国 ルード＆リドル診療所）
場 所：静内ウエリントンホテル
参加者：牧場関係者 他
１４１名
内 容：演題「知っておきたい蹄のトラブルとその対策」

一般向け護蹄技術研修会 （日本装蹄師会委託）
３月２４日
講 師：森 達也、（日装）田中弘祐（ＪＢＢＡ）
地元装蹄師（実技指導）
場 所：ＪＲＡ日高育成牧場
参加者：牧場関係者
１３名
内 容：講演 牧場関係者にも知ってもらいたい護蹄の知識
実技 牧場関係者でも実施してほしい削蹄技術の実習

日高軽種馬女性ネットワーク生産技術研修会（日高軽種馬女性ネットワーク主催）
３月１０日
講 師：仙波裕之
場 所：研修所 講義室
参加者：日高軽種馬女性ネットワーク会員等
約５０名
内 容：講演「仔馬の病気について」
教材の整備
フットケアガイドライン教本の刊行 （日本装蹄師会委託）
「“強いウマづくり”のためのフットケア・ガイド」
編集委員：武田英二（日高装蹄師会）
菅谷清史（ノーザンファーム）
吉原英留（ＪＲＡ競走馬総合研究所）
田中弘祐（ＪＢBＡ）
富山拓磨、青木修、吉田光平（日本装蹄師会）
執
筆：編集委員での分担
発行部数：３,０００冊
配
布：地元装蹄師会、関係団体、生産牧場

軽種馬経営技術指導者養成・技術普及事業
（平成２２年４月～平成２２年１２月（～平成２３年３月予定））
≪肢蹄管理技術研修≫
【専門技術者研修】（装削蹄技術研修）
仔馬の肢蹄異常および装削蹄療法に関する実態調査
仔馬の肢蹄異常に関する実態調査
１月～１０月
およそ３週間間隔
管内４牧場での定期的巡回調査
対象Ａ牧場（１９頭 １３回 延１９２頭）
Ｂ牧場（１０頭 １２回 延１０２頭）
Ｃ牧場（１４頭 １３回 延１５０頭）
Ｄ牧場（ ９頭 １２回 延 ９８頭）
４牧場 ５２頭
延５４２頭
装削蹄療法に関する実態調査

随時実施

装蹄師認定講習生 生産地研修 （日本装蹄師会主催）
７月２２日
講 演：「幼駒の肢蹄異常と護蹄管理」
講 師：田中弘祐
場 所：総合研修センター 研修室
参加者：装蹄教育センター 平成２２年講習生

８名

職員２名

海外視察研修の報告
米国ケンタッキーでの視察研修（平成２１年１１月１４日～１９日）の報告
１０月２６日
日高装蹄師会研修会 （日高装蹄師会主催）
講 演：「ケンタッキーの肢蹄管理事情」
講 師：田中弘祐
場 所：北海道市場（静内神森）
参加者：日高装蹄師会 会員 約３０名
誌面報告
「米国ケンタッキー見聞録 Part１，２」
日本装蹄師会「蹄（ひづめ）」に掲載
No.２３１、No.２３２（２０１０、６月、９月）

海外の最新技術等に係る研修 （日本装蹄師会委託）
１１月２４日
「幼駒から繁殖まで、競走馬の生涯にわたるフットケア」
― 実馬を用いた蹄病への装削蹄検討会 ―
講 師：Mr.Simon Curtis 英国 装蹄師
「Farriery ／Foal to Racehorse」の著者
場 所：ＪＲＡ日高育成牧場
参加者：装蹄師 他
４１名
第５２回競走馬に関する調査研究発表会 （日本中央競馬会 主催）
１１月２９日
装削蹄療法に関する実態調査の結果の公表
演 題：「１歳馬狭窄蹄への Hinge Spring Shoe の応用と結果」
場 所：東京大学 弥生講堂
発表者：田中弘祐
第１回リム＆フットケア・ワークショプ
平成２３年１月２７日（予定）
内 容：肢蹄管理に関する症例検討会
場 所：研修所 講義室
参加者：装蹄師 他
３０名程度

【牧場関係者研修】（日本装蹄師会委託）
１１月２３日
（日本装蹄師会委託）
「幼駒から繁殖まで、競走馬の生涯にわたるフットケア」
― 馬管理者に必要な蹄の見方と護蹄の知識 ―
講 師：Mr.Simon Curtis 英国 装蹄師
場 所：静内ウエリントンホテル
参加者：牧場関係者 等
１５３名
平成２３年２月１６日、１７日（予定）（日本装蹄師会委託）
本事業刊行物「フットケア・ガイド」を用いた研修
講 師：（日本装蹄師会）
場 所：日高 新冠町 レ・コード館 （１６日）
胆振 ＪＢＢＡ胆振種馬場
（１７日）
参加者：牧場関係者 等

≪健康管理技術研修≫
【専門技術者研修】（獣医診療技術研修）
講師による診療技術研修会
９月２２日
「超音波診断装置による馬胎子の検査技術について」
― ３Ｄ超音波診断装置を用いての馬胎子の形態的検査技術 －
講 師：南保泰雄 村瀬晴崇（JRA 日高育成牧場）
場 所：総合研修センター
参加者：獣医師
４３名
※ 「生産地疾病等調査研究」で実施している技術の研修
１１月１７日
軽種馬生産における臨床獣医師のための繁殖学研修
演 題：
「急性および慢性子宮内膜炎の診断､治療､予防」
（Dr. Liu）
「牡馬の繁殖能力の診断方法」（Dr. Ball）
講 師：Irwin K. Liu(カリフォルニア大学、 獣医繁殖学教授)
Barry A. Ball （ケンタッキー大学、Gluck 馬研究所）
場 所：新冠町 レ・コード館
参加者：獣医師
６０名
※ 両講師はＪＲＡが研究事業の為に日本へ招聘した。
１２月３日
骨折固定術の症例検討会および手術実習会
講 師：Dr.Richardson
米国ペンシルバニア大学
ニューボルトンセンタ― 馬外科主任
場 所：研修所 講義室、 総合研修センター
参加者：獣医師
２９名
内 容：参加者提示の症例に、講師からアドバイスを受ける。
解剖肢、模型での骨折固定の実技研修
主 催：日本ウマ科学会馬臨床獣医師ワーキンググループ
共催・協賛：日本軽種馬協会、日高獣医師会、胆振獣医師会
海外での馬診療技術研修
海外の馬診療技術シンポジウム参加
今年度から廃止
海外の馬診療所での実技研修
今年度から希望者申請、必要性に応じて実施
今年度は該当者なし。

診療技術の自己研鑽研修
実習馬による診療技術の自己研鑽研修
骨折固定手術
１月５日、１月６日、４月１１日
（死亡馬の肢を使用）
ＨＢＡ獣医師
四肢の超音波診断

１月２８日
９月１８日

吊起帯を用いた麻酔覚醒技術
４月 ９日
４月１３日

１名×３回

ＨＢＡ、ＢＴＣ獣医師
ＨＢＡ獣医師

ＨＢＡ、ＪＢＢＡ獣医師
ＨＢＡ、ＪＢＢＡ獣医師

１０名
２名

６名
６名

腸管手術でのリガシュアー（止血機器）使用
（ＨＢＡ調達実習馬）
５月１２日
ＨＢＡ、ＪＢＢＡ獣医師
５名
腹腔鏡による繁殖障害検査
１２月１４日

（症例馬）
開業獣医師、ＨＢＡ

一般症例での診療技術研修
おもな診療施設・設備

１月～１２月末
平成２１年
平成２２年
処置実習室（搬入頭数） ５３５件
８１５件
倒馬・覚醒室
１５１件
１６８件
手術実習室
１１５件
１４０件
馬房（入院）
１９件
１９件
（延べ
８２日
７６日）
ＣＲ現像
１７８件
１５２件
レントゲン撮影
２３６件
２６３件
超音波診断装置
４９件
５４件
内視鏡
５９件
４９件
トレッドミル
２件
２件
ショックウェーブ
２５６件
５３７件
吸入麻酔
１３５件
１５０件
関節鏡手術
腸管手術

利用実績

７１件
２２件

６５件
２４件

１２名

【牧場関係者研修】
１２月２日
骨折治療に関する講演会
講 演：「今、馬の骨折はどこまで治せるのか」
講 師：Dr.Richardson
米国ペンシルバニア大学
場 所：静内ウエリントンホテル
参加者：牧場関係者 等
１３７名
主 催：日高獣医師会
共催・協賛：日本ウマ科学会馬臨床獣医師ワーキンググループ
日本軽種馬協会（JBBA）・胆振獣医師会
１１月４日
子馬・若馬の飼養技術に関する講演会（於 東北支部）
演 題：
「子馬の肢蹄管理」
「ＤＯＤ（発育期整形外科疾患）の発生状況」
場 所：青森県十和田市 サンロイヤルとわだ
講 師：田中 弘祐 仙波 裕之
参加者：牧場関係者 他
３４名

≪栄養管理等研修≫
【専門技術者研修】（栄養管理等技術研修）
１０月１５日、１２月２４日
牧場巡回指導に係る打合せ検討会
平成２３年１月７日
軽種馬栄養管理ソフト「True Thoroughbred Basics（TTB）」の飼
料標準値データの調整について検討する。
平成２３年２月（予定）
ＴＴＢ使用研修会
【巡回指導】
平成２２年（平成２１年４月～１２月）は、未実施
平成２３年度
実施対象牧場 選定中

≪データベース≫
【肢蹄管理技術関係】
子馬の肢蹄異常に関するデータ
≪肢蹄管理技術研修≫「仔馬の肢蹄異常および装削蹄療法に関する実
態調査」で得られたデータを整理・分析
【健康管理技術関係】
市場レポジトリーのレントゲン画像の分析
平成１９年～２１年のレントゲン画像データに、その後の競走成績デ
ータを加えて分析
診療カルテ（ＮＯＳＡＩ日高）からＤＯＤに関する診療のデータの収集
平成１８年～２０年のデータに平成２１年のデータを追加して分析
【栄養管理技術関係】
体重・体高等のデータの収集
体重計を貸し付けている牧場等から得られるデータを収集
標準発育曲線を作成・公開
演題；
「サラブレッドの季節代償性発育およびトレーニング負荷を考慮
できる新たな標準発育曲線」
小野田智昭（京都大学）他
栄養管理研修担当者・ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ
１１月３０日
日本ウマ科学会 第２３回学術集会（東京大学）

