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はじめに

豚数の多い農場，そして分娩舎をオールイン・

ブタ A 群ロタウイルス（Rotavirus A, RVA）は，

オールアウトで管理する農場で発生する傾向が明

下痢原性大腸菌やコクシジウムとならび哺乳豚

らかにされました 2）。国内養豚においても飼養規

下痢便より最も頻繁に検出される腸管病原体で

模の大きな農場が増加傾向にあり，多頭飼育に伴

あり，主に若齢豚に下痢や嘔吐を主徴とする急

いロット生産システムやオールイン・オールアウ

。通常，RVA 感
性腸炎を引き起こします（図 1）

トシステムを導入する農場も増加していることか

染による下痢（RVA 感染症）は 1 週齢以上の哺

ら，今後，国内でも RVA 感染症の発生が増加す

乳豚や離乳前後の豚で散発的に認められるもので

ることが懸念されます。

すが，近年では国内外の大規模農場で 1 週齢以下

現在，国内では RVA 感染症に対するワクチン

の哺乳豚における流行例が多く報告されていま

は市販されておらず，唯一の対策法は飼養衛生管

。疫学調査により，このような流行は，母

理による環境中ウイルス量の低減とウイルス感染

す

1-3）

環の遮断となっています。効率的にウイルス感染
環を遮断するためには，ウイルスの農場内感染動
態を理解する必要がありますが，その詳細は明ら
かになっていません。そこで，遺伝学的手法を用
いて RVA の農場内感染動態について調査を行い
ましたので，RVA の多様性について概説すると
ともに，調査結果について報告します。
RVA の遺伝学的多様性と RVA 感染症流行との関連
1 ）RVA の血清型と遺伝子型
RVA のウイルス粒子はエンベロープを持たな
い球形粒子であり（図 2），外殻，内殻およびコ
図1

哺乳豚で発生した RVA 感染症の症状
（宮崎綾子

原図）

アの三重構造になっています。外殻を構成する
VP7 蛋白と VP4 蛋白はそれぞれが独立して中和
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図3

RVA の血清型と遺伝子型

（例 G1P[8]）。以降，本稿では G 遺伝子型を G
型，P 遺伝子型を P 型として記載します。
図2

現在までに，世界各国のブタで 12 種類の G 型

RVA の電子顕微鏡写真
（宮崎綾子

と 13 種類の P 型が検出されています。ブタでは特

原図）

定の流行株というものはなく，国や地域，時に年
抗体の産生を誘導し，それぞれ G 血清型と P 血

毎に流行株が異なることもあれば，全てが流行株

清型を規定しています（図 3）
。どちらも感染防

と言える程様々な株が検出される国もあります 5）。

御に重要であることから，血清型は両方の血清型

国内においても，8 種類の G 型と 6 種類の P 型

。現在では遺伝
を並べて表記します（例：G1P1）

が確認されています。

子型別が主流となり，ヒトやその他の哺乳類およ

2 ）遺伝子再集合による RVA の遺伝学的多様性

び鳥類由来の RVA で 27 種類の G 遺伝子型と 35

獲得機能（図 4）

種類の P 遺伝子型が確認されています 。G 遺伝

RVA はゲノムが複数の分節状に分かれていま

子型については血清型との相関がある程度確認さ

す。そのため，複数株の RVA が同時に感染する

れているため遺伝子型と血清型の表記は同じで

と，時に遺伝子分節の交換である遺伝子再集合を

すが，P 遺伝子型については遺伝子型別が先行し

起こします。遺伝子再集合により VP7 遺伝子お

ており，遺伝子型には括弧をつけて表記されます

よび VP4 遺伝子の交換が生じると G 型と P 型の

4）

図4

遺伝子再集合による RVA の遺伝学的多様性獲得機構

RVA のゲノムは分節状であるため，複数株が同時に感染すると，ゲノム分節の交換（遺伝子再集合）が
容易に発生する。RVA は主に遺伝子再集合により遺伝学的，血清学的多性を獲得する。
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組み合わせが変化します。遺伝子再集合は RVA
が遺伝学的多様性を獲得する上で最も重要なメカ
ニズムとなっています 6）。
3 ）RVA の遺伝学的多様性と RVA 感染症流行と
の関連
RVA 感染症が同一養豚農場で 1 年間に 4 回流
行した例では，流行毎に異なる G および P 型の
組合せが確認されました 3）。また，ブラジルのワ
クチン接種農場で流行した例では，発症豚からワ

図5

調査①の調査農場における飼養管理状況

クチン株（G4P[6]）と同一の遺伝子型を持つも
のの，ワクチン株から遺伝学的に離れた株が検出

飼養衛生管理は図 5 に示す通りでした。2006 年

されています 。これらのことから，RVA 感染症

から 2008 年かけて年に 1 回農場を訪問，哺乳豚

が流行する要因の一つは，既存株から遺伝学的に

とその母豚各 10 頭，ならびに 30，60，90，120

離れた株の分娩舎への侵入であると考えられてい

および 150 日齢豚より計 145 検体の直腸便を採取

ます。

し，RVA 遺伝子の検出を行いました。

7）

その結果，哺乳豚と 30 日齢の離乳豚において
RVA の農場内感染動態調査①−国内一養豚農場

3 年間を通じて RVA の排泄が高率に確認されま

の各発育ステージのブタにおける 3 年間にわた

した（図 6）。さらに，調査年によって検出率に

る RVA 分布状況と遺伝子型調査−

8）

違いがあるものの，泌乳中母豚や 120 日齢の肥育

今までに RVA は哺乳豚や離乳豚のみならず，

豚においても RVA の排泄が確認されました。哺

分娩前後の母豚や肥育豚からも検出が報告されて

乳豚では正常便より下痢便において RVA の検出

いることから，哺乳豚における RVA 感染症の発

率が有意に高かったものの，その他の発育ステー

生要因となる既存株から遺伝学的に離れた株は，

ジでは糞便性状と RVA 検出に関連は認められま

農場内の異なる発育ステージのブタから伝播す

せんでした。このことから，RVA 感染は様々な

る可能性も考えられます。しかし，今までに同一

発育ステージのブタで発生するものの，哺乳期以

農場において発育ステージ毎の RVA 分布状況と

外では不顕性感染が多い可能性が示唆されまし

その遺伝子型を調査した報告はなく，RVA の農

た。

場内感染動態には不明な点が多く残されていまし

次に，検出された RVA の G および P 型別を行っ

た。そこで，国内一養豚農場の各発育ステージの

た結果，3 年間で 3 種類の G 型，2 種類の P 型，

豚における RVA の分布状況とその遺伝子型を調

そして 5 種類の G 型と P 型の組合せが検出され，

査しました。

調査年毎では 2~4 種類の G 型と P 型の組合せが

調査農場は母豚約 500 頭規模の繁殖肥育一貫経

確認されました（表 1）。これらのことから，農

営農場で，当該農場におけるピッグフローおよび

場内には遺伝学的に多様なウイルスが存在するこ
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図6

表1
調査年

2006

2007

2008

調査①

各日齢または発育ステージのブタにおける RVA 検出率

調査①

各発育ステージのブタで検出された RVA の遺伝子型

泌乳中母豚

哺乳豚

離乳豚
（30 日齢）

肥育豚
（120 日齢）

− a)

G4P[13]
G4P[13]
GndP[13] b)
GndP[13]

G9P[6]
G9P[13]
G9P[13]
G9P[nd]
G9P[nd]

−

G5P[6]
G5P[6]

G9P[6]
G5P[6]
G5P[6]
G5P[6]

G4P[13]
G5P[6]
G5P[13]
G5P[13]
GndP[13]

−

G9P[13]

G9P[6]
G9P[6]
G9P[6]
G9P[6]

G4P[13]
GndP[13]
G9P[13]

G9P[13]

ａ）RVA 遺伝子が検出されず
ｂ）Gnd または P[nd] は RVA 遺伝子が検出されたものの遺伝子型別が不可
能であったことを示す

とが明らかになりました。同じ G 型に属する株

優勢に検出された遺伝子型は発育ステージ毎に異

の VP7 遺伝子塩基配列一致率は非常に高かった

なり，かつ，調査年毎に変化する傾向が認められ

ものの，異なる P 型と組み合わせを作る例，同

ました。その一方で，同じ遺伝子型が調査年をま

様に同じ P 型に属し非常に近縁な VP4 遺伝子を

たがって異なる発育ステージのブタから検出され

持つものの，異なる G 型と組み合わせを作る例

る例も確認されました。これらのことから，異な

が確認されたことから，農場株間で遺伝子再集合

る発育ステージのブタ間でウイルスが伝播してい

が発生している可能性が示唆されました。また，

る可能性が考えられました。
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この 3 年間にわたる調査により，農場内の様々

体毎に採取し RVA 遺伝子の検出と遺伝子型別を

な発育ステージのブタに遺伝学的に多様な RVA

行いました。この 10 頭は離乳後 1 群として同じ

が分布しているものの，哺乳豚以外では不顕性感

豚房で飼育され，出荷まで他の豚と混合して飼育

染が主であることが明らかになりました。また，

されることはありませんでした。

RVA は農場内の異なる発育ステージのブタ間で

個体毎にみると，ウイルス排泄は離乳前後（平

伝播し，農場株間で遺伝子再集合を起こすことに

均 28 日齢）から肥育前期（平均 109 日齢）まで

より，農場内における遺伝学的多様性を獲得する

間欠的に 4 − 6 回繰り返して認められました。10

可能性が示されました。

頭での排泄ピークは離乳舎移動直後とその 2 週間
後，離乳舎移動前後，育成舎移動前後とその 2 週

RVA の農場内感染動態調査②−国内一養豚農場
における肉豚 10 頭での追跡調査−

9）

間後と 5 回確認されました（図 8）。この調査で
は 5 種類の G 型，6 種類の P 型，そして 13 種類

次に，ブタはどの日齢まで RVA に感染するの

の G 型と P 型の組み合わせが確認され，検出さ

か，また，どの時期にどのような株を排泄してい

れる G および P 型は排泄ピーク毎に異なる傾向

るのかを理解するために，肉豚 10 頭において生

が認められました（図 8）。これは，豚舎の移動

後から出荷までの追跡調査を行いました。

に伴って異なるウイルス株に暴露されていること

調査農場は母豚 900 頭規模の繁殖肥育一貫経営

を示唆しています。また，豚舎移動後 2 週間程度

農場で，当該農場におけるピッグフローおよび衛

経過してもウイルス排泄が確認されているのは，

生管理は図 7 に示す通りでした。同じ日に生まれ

豚房の仕切りがブタどうしの直接接触が可能な金

た 3 腹 10 頭の子豚に耳票をつけ個体識別を行い，

属柵であったため，また，隣接した豚房に異なる

生後 7 日から 217 日にかけて，120 日齢までは 1

日齢のブタが飼育されることもあったことから，

週間に 2 回，それ以降は 2 週間に 1 回直腸便を個

隣接した豚房からのウイルスの水平伝播が発生し

図7

調査②の調査農場における飼養管理状況
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図8

調査②

豚 10 頭における生後 7 日目から 217 日齢までの G 型（上）および P 型検出状況（下）

ていると考えられました。
また，複数の遺伝子型が各排泄ピークで確認さ
れ，中には混合感染により遺伝子型を決定できな

調査から明らかにされた RVA の農場内感染動態
（図 9）

かった検体（図 8 中の Gx と P[x]）もあったこと

2 つの調査により，RVA は哺乳豚や離乳豚のみ

から，混合感染が頻繁に発生している可能性も示

ならず，泌乳中母豚や肥育豚と様々な発育ステー

唆されました。さらに，同じ G 型に属し VP7 遺

ジのブタに分布すること，そして，農場内に分布

伝子塩基配列一致率も非常に高いものの，異なる

する RVA 株は単一ではなく，非常に多様である

P 型と組み合わせを作る例やその逆も確認され，

ことが明らかになりました（図 9）。分娩舎への

農場株が混合感染により遺伝子再集合を起こして

既存株と遺伝学的に異なる RVA 株の侵入が哺乳

いる可能性が示唆されました。

豚における RVA 感染症の発生要因となることを

この調査により，肉豚は生後から出荷までに繰

前述しましたが，この遺伝学的に異なる株は外部

り返し糞便中に遺伝学的に RVA を排泄すること，

からの侵入のみならず，農場内の異なる発育ス

RVA の遺伝子型の変化は主に豚舎移動時に認め

テージのブタから伝播する可能性が新たに示され

られるものの，時に在舎期間中にも起こること，

ました。

そして，農場内における RVA の遺伝学的多様性

また，RVA は異なる発育ステージのブタ間で

は外部からの株の侵入に加え，農場株間の遺伝子

伝播，複数株が混合感染することにより遺伝子

再集合によっても獲得される可能性が明らかにな

再集合を起こし，農場内での遺伝学的多様性を獲

りました。

得・維持し農場内に常在する可能性も明らかにな
−7−
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図９

RVA 農場内感染動態のまとめ

りました。

以上のようなウイルス感染環の遮断と環境中ウ
イルス量の低減対策に合わせて，初乳と乳汁の確

哺乳豚における RVA 感染症発生低減に向けた対策
調査によって明らかにされた RVA の農場内感

実な給与や哺乳豚の保温などの母豚と哺乳豚の飼
養管理を確実に実施することも不可欠です。

染動態と RVA 感染症発生要因を考慮すると，以
下のような衛生管理が有効であると考えられま

最後に

す。
①

RVA は環境下でしぶとく生き残るだけではな
農場外からの新たな RVA 株の侵入防止

く，その多様性により宿主の免疫から逃れ農場に

農場へ出入りする車両の消毒徹底，農場専用衣
類と長靴の着用，導入豚の隔離検疫

応できるワクチンは開発されておらず，地道な衛

分娩舎への新たな RVA 株の侵入防止

②

常在しています。現在のところ，この多様性に対
生対策が唯一の予防手段となっています。

繁殖分娩舎での作業者の専従化またはワンウェ

RVA 対策法として挙げた項目の多くは，養豚

イの作業動線確保，専用の衣類と長靴の着用，定

で問題となる様々な病原体の伝播蔓延防止にも有

期的な豚舎の洗浄消毒

効であると考えられます。RVA 感染症対策を通

③

RVA の多様化を防止するための豚舎間のウ

じて農場全体の疾病が減少することを期待して稿

イルス伝播防止

を終えたいと思います。

豚舎毎の専用長靴と衣類の着用，定期的な豚舎

最後になりましたが，採材にご協力頂いた獣医

の洗浄消毒，作業者の専従化またはワンウェイの

師ならびに農場の皆様，そして検査にご協力頂い

作業動線管理

た皆様に深く感謝いたします。
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