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はじめに

クロファージ，リンパ組織のマクロファージな

豚繁殖・呼吸障害症候群（porcine reproductive

ど）に感染し，複製する。ウイルスが全身に拡散

and respiratory syndrome: PRRS）は，PRRS ウイ

して，ウイルス血症が長期間持続することが，農

ルス感染による育成・肥育豚の呼吸器病や母豚に

場で常在化する要因と考えられている。初発生農

流死産などの繁殖障害を主徴とする伝染性疾病で

場では，はじめに一部の豚に発熱，食欲不振，元

ある。国際獣疫事務局（OIE）のリスト疾病にあ

気消失，呼吸器症状，耳のチアノーゼなどが認

げられており，我が国においても家畜伝染病予防

められる。続いて，母豚における流産や死産を主

法に基づく届出伝染病に指定されている。

徴とする繁殖障害，新生豚の死亡や呼吸器病が多

PRRS ウイルスは，アルテリウイルス科アルテ

く見られるようになる。様々な発育段階の豚で

リウイルス属に属し，エンベロープを有する球形

呼吸器病が見られるが，子豚では呼吸器病が慢性

ウイルスである。PRRS ウイルスのゲノムは，約

化することが多い。PRRS ウイルスが常在する農

15 kb のプラス一本鎖 RNA であり，7 つのサブ

場における疾病の発生規模や症状の程度は農場

ジェノミックな mRNAs に翻訳され，8 個のオー

によって異なり，浸潤するウイルス株，宿主の免

プンリーディングフレーム（open reading frame;

疫状態，混合感染，飼養環境や飼育管理，衛生

ORF）となる。本ウイルスは，遺伝子の相同性

状態などが関連する。特に，呼吸器病の多い農場

がおよそ 60％と遺伝学的に異なる北米型と欧州

では，二次感染によって重症化する傾向にあり，

型の二つに分類され，それぞれの遺伝子型におい

豚呼吸器複合感染症（Porcine respiratory disease

ても多様な系統が存在し，高頻度な遺伝子の変異

complex: PRDC）となる。

が特徴の一つである。特に，変異が起こりやすい

PRRS は世界の養豚業に大きな経済被害を与

ORF5 は世界的に遺伝子系統解析の指標として用

えている疾病であり，PRRS ウイルスが常在化し

いられている。

ている国々では，60 〜 80％の農場が PRRS ウイ

PRRS ウイルスは，主に単球由来細胞（肺胞マ

ルス陽性であると推測される。我が国における
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PRRS による被害額は年間約 280 億円と試算され

2012 年（●）に得られた陽性検体 108 株（2008

ている 。これまでに様々な研究報告や臨床経験

年：17 株，2009 年：26 株，2010 年 18 株，2011

などによって衛生対策の一助となる有効な手段も

年：25 株，2012 年：22 株），既報の北米型に属

存在している。しかし，PRRS ウイルスの変異機

する海外の分離株 9 株および 2 種のワクチン株の

構，病態，免疫など未だに不明な点が多く残され

ORF5 遺伝子を用いて MEGA6 により分子系統樹

ているため，発生の制御は極めて困難である。

を作成し，以前に報告した 3）5 つのクラスター（I

1）

本稿では国内における PRRS ウイルス流行株の

〜 V）に分類した。2008 〜 2012 年に検出された

最新情報，PRRS ウイルスに対する免疫反応，ワ

ウイルス遺伝子はすべて北米型に分類され，3 検

クチンについて概説する。

体がクラスター I，15 検体がクラスター II，76 検
体がクラスター III，12 検体がクラスター IV，ク

国内における PRRS ウイルス流行株の遺伝学的

ラスター V および分類されなかった検体がそれ

多様性

ぞれ 1 検体であった 4）（図）。

PRRS は家畜伝染病予防法により届出伝染病に

これまでの調査でクラスター III に最も多くの

指定され，届出が義務づけられている。近年の家

ウイルスが分類されている。クラスター III は，

畜衛生統計によると，PRRS の発生件数は年によ

現在まで我が国のみのグループであり，主流の遺

り差はあるが発生戸数および頭数ともに多くはな

伝子系統として全国的に拡散が見られている。さ

い。豚呼吸器病において，PRRS ウイルスと他の

らに，このクラスター III に分類された検体を比

病原体が関与する PRDC の例が多く，PRRS と特

較すると，Jsz2，Jsz3，Jiw2，Jnt1 と Jyn1 の 5 検

定することが難しいためであると考えられる。我

体を除く 1992 〜 1993 年と 2000 〜 2001 年の株は

が国では 1993 年に初めて北米型のウイルスが分

全て同じ遺伝子系統であるが，2008 年以降に検

離され ，1992 〜 1993 年および 2000 〜 2001 年

出された検体はその遺伝子系統とは別の枝分かれ

の両期間で全国各地の呼吸器症状を示す病豚から

となっている。このことから，全国各地で流行株

採材された検体より北米型のウイルスのみが分離

の交代，あるいは多様化が起きていると考えられ

され，これらは遺伝的に多様であることが示され

る。

2）

ている 。また，最近の PRRS ウイルスの流行株

日本で使用されている弱毒生ワクチンの MLV

を調査するため，家畜保健衛生所の協力のもと分

RespPRRS/Repro ワクチン株を含むクラスター II

離あるいは検出された PRRS ウイルスの ORF5 を

に分類された株は，1992 〜 1993 年には認められ

解析し，ウイルスの遺伝学的多様性について過去

なかったが，1998 年に MLV RespPRRS/Repro ワ

の報告と比較した。

クチンが販売された以降の 2000 〜 2001 年では

3）

Jam2 株および Jyt2 株，2008 年以降では 15 株が
1）北米型 PRRS ウイルス

検出された。我が国で確認されたこれらウイルス

1992 〜 1993 年（▲）に分離された 11 株，2000

が野外株由来のものであるか，あるいはワクチン

〜 2001 年（ ■ ） に 分 離 さ れ た 21 株，2008 〜

株から派生したものであるかは不明である。しか
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図

国内の北米型 PRRS ウイルス ORF5 遺伝子の基づく分子系統樹

1992 〜 1993 年のウイルス株（▲），2000 〜 2001 年のウイルス株（■），2008 年以降のウイルス株（●）
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し，これらはワクチン未接種の材料からも検出さ

状況の把握が必要である。

れていることから病原性を有していると考えられ
る。このようなワクチン株に類似したウイルスが

2）欧州型 PRRS ウイルス
2007 〜 2008 年の調査において，Kono ら 6） の

病豚から分離される事例が諸外国で報告されてお
り 5），日本でも注視していく必要がある。

方法により 1 農場から欧州型 PRRS ウイルスを検

クラスター I には 1992 〜 1993 年の Kagoshima

出し，病豚の肺乳剤よりウイルスを分離した。分

N14 株，Nagasaki 93 株，
Aichi N20 株，
Kyoto 93 株，

離された欧州型 PRRS ウイルスの ORF5 および

2000 〜 2001 年の Jyc1 株（山口県）
，Jis1 および

ORF7 の塩基配列はそれぞれアメリカで 2006 〜

Jis2 株（石川県）
，Jsi1 株（滋賀県）が属しており，

07 年および 2002 年に報告された欧州型 PRRS ウ

本クラスターに分類されるウイルスは西日本での

イルスと極めて高い相同性を示した。よって，本

み確認されている 。2008 年以降では西日本の

ウイルスがアメリカより侵入した可能性が考え

検体が少なかったが長崎県の検体（2009，2011，

られた。また，2008 年以降の調査において国内

2012 年にそれぞれ 1 株）で検出された。

では欧州型 PRRS ウイルスの浸潤は確認されてお

3）

クラスター V に分類される株は Jos1 株（2000
〜 2001 年）のみであったが，2008 年以降の調査

らず，検出された農場に限定的なものとなってい
る。

では本クラスターに分類される株が長崎県にお
いて 1 株が検出された。本クラスターは我が国

PRRS ウイルスに対する免疫反応

においてマイナーなクラスターであると考えられ

1）PRRS ウイルスに対する抗体による免疫反応

る。また，Kochi08-1 はいずれのクラスターにも

PRRS ウイルス感染後 7 から 10 日目には抗体

分類されなかったが，四国における PRRS ウイル

が確認される。しかし，感染初期に産出される

スの遺伝子情報が少ないことから，今後調査を

抗体には PRRS ウイルス感染を防御する役割はな

進めていく必要がある。さらに，2008 年の検体

い。また，ウイルスに対する中和活性も有してい

より初めてクラスター IV に分類されるウイルス

ない 7）。中和抗体が出現するのは感染後 28 日目

Jpn5-37 株が分離された。北米において，多くの

以降である。感染初期に検出される抗体は PRRS

野外分離株がこのクラスター IV に分類されてい

ウイルスのヌクレオカプシド（N）タンパク質，続

る。この Jpn5-37 株の ORF5 遺伝子は，MN184A

いてメンブレン（M）タンパク質，エンベロープ

株に対して 97.1％と非常に高い相同性を示した。

タンパク質 GP5 である。これらの抗体は感染後

この MN184A 株は，2001 年にアメリカで猛威を

1 週間で現れ，数ヶ月間抗体が持続している。し

振るった病原性が非常に強い株として知られてい

かし，これらの抗体は防御に関与していない 8）。

る。2009 年以降，この Jpn5-37 株が属している遺

一方，中和抗体は感染防御の役割を保つことが

伝子系統と近縁であるウイルス株が検出されてい

報告されているが，中和抗体の出現が遅いために

るが，既報の配列と類似しているものはない。今

PRRS ウイルスの防御や排除するための役割がな

後，北米由来株との関連性や病原性の検討，浸潤

いという考え方もされている。総体的には，血中
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の中和抗体価（1:8 以上）が必要である，同じ遺

PRRS ウイルス特異的なインターフェロンガンマ

伝子系統の PRRS ウイルスに対して産生された中

分泌 T 細胞が出現するが，個体差や時間的な違

和抗体は同じ遺伝子系統のウイルスに対しては効

いがあること，また，リンパ系組織内においてこ

果が認められるが，異なる遺伝子系統のウイルス

の T 細胞の頻度とウイルス血症の間には相関性

には認められないとされている。

がないことが報告されている 14）。

マクロファージに感染するウイルスはウイル
ス表面抗原と複合する免疫グロブリンの Fc 領域

3）PRRS ウイルスに対する自然免疫

に結合する細胞表面のレセプターを介して細胞に

PRRS ウイルスは，タイプ 1 インターフェロン

侵入することが知られている。PRRS ウイルスは

や炎症性サイトカインの分泌及び T 細胞への抗

マクロファージ向性のウイルスであり，PRRS ウ

原提示によって，受動免疫反応を効果的に誘導す

イルスにおいても in vivo および in vitro でウイ

るマクロファージに感染する。その結果，PRRS

ルスに対する感染力の抗体依存性増大（antibody-

ウイルス感染によるタイプ 1 インターフェロンや

dependent enhancement: ADE）があることが報

炎症性サイトカインの産生に特徴付けられる自然

告された

。これらの報告では，感染初期で

9, 10）

免疫反応が見られないことが報告されている 15）。

中和活性を有していない PRRS ウイルス抗体が

PRRS ウイルスの非構造タンパク質がタイプ 1 イ

PRRS ウイルスに起因する病気を増悪させること

ンターフェロンのシグナル経路を干渉して，そ

を示唆している。しかし，in vitro においては，

の産生が抑制されるためである。そのため，タイ

ウイルス株間やマクロファージの違いによって

プ 1 インターフェロンによる抗ウイルス活性が低

ADE に違いがあることや in vivo においては受身

下し，感染したマクロファージでウイルスが増殖

移入による試験であり，感染初期の血清中には

し，マクロファージの死滅につながる。

炎症性因子が多く含まれていることから ADE が
PRRS ウイルスの病因に強く関与していないと現
在では考えられている

ワクチン

。

世界では北米型および欧州型 PRRS ウイルスに

11）

対するワクチンが数多く市販されている。我が国
2）PRRS ウイルスに対する T 細胞の特徴

では北米型 PRRS ウイルス弱毒生ワクチンのみが

PRRS ウイルス感染後およそ 3 から 7 日目で血中

市販されている。このワクチンは弱毒化したウイ

の CD4+ T 細胞が一過性に減少するが，7 から 14

ルスを用いるため生体内での増殖能を有してい

日目には普段のレベルに回復する。また，CD8+ T

る。一般的には，免疫の持続期間が長く，細胞性

細胞は感染後 4 から 5 週目に減少する。リンパ系

および液性免疫が誘導されるといった利点がある

組織においては CD8+ T 細胞および CD4+CD8+ T

一方，受動免疫（移行抗体）による影響が大きく，

細胞が，肺では CD8+ T 細胞が増加している

。

12，13）

病原性の復帰や病原体の迷入の可能性といった欠

しかし，CD8+ T 細胞はウイルス抗原に対する特

点もある。一方，不活化されたウイルスを用いた

異的な反応を有していない。また，末梢血中には

ものが不活化ワクチンである。不活化処理をした
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ウイルスは生体内での増殖能を失っているが，免

るのみである。よって，農場内に弱毒生ワクチン

疫原性は保持している。一般的に不活化ワクチン

（クラスター II）と異なる遺伝子系統のウイルス

は免疫の持続期間が短いため繰り返して接種を

が浸潤している場合，農場内のウイルス移動（豚

行う必要がある。また，液性免疫のみが誘導され

舎間）などに注意する必要がある。

る。さらに，抗原量を多く必要とされることか
ら過敏症を引き起こすこともある。米国において

おわりに
1990 年代より PRRS という新興ウイルス感染

は，ウイルスのエンベロープタンパク質 GP5 お
よび M タンパク質を AAV（アデノ随伴ウイルス）

症が発生し，現在では日本のほとんどの農場で

ベクターを用いて発現させたサブユニットワクチ

PRRS ウイルスが浸潤して常在性疾病となり，大

ン（成分ワクチンなどと言われる）が販売されて

きな経済損失を与えている。ウイルスは，年を追

いる。

うごとに遺伝学的な多様化を続けている。我が国
においては，同じ遺伝子系統内での多様化に加え

1）同じ遺伝子系統のウイルスに対する防御効果
欧州型および北米型 PRRS ウイルスを弱毒化し

て，これまで国内では確認されなかった遺伝子系
統，ワクチン株に類似した病原性を持つ野外株，

たウイルス株を予防接種あるいは野外病原性株を

さらには国内で初めてとなる欧州型 PRRS ウイル

接種した豚は，同じウイルスあるいは同じ遺伝子

スの確認などがあり，PRRS 対策が困難となって

系統のウイルスを用いた攻撃試験で感染防御する

いる。しかし，農場単位での PRRS 対策は重要で

ことが数多く報告されている。したがって，市販

あることから農場防疫（バイオセキュリティ）の

されている弱毒生ワクチンと同じ遺伝子系統（ク

強化，複数の遺伝子系統のウイルスを常在化させ

ラスター II）のウイルスに対するワクチン効果は

ないことやワクチンを使用する場合は農場内の

期待できる。しかしながら，同じウイルスあるい

PRRS ウイルスの遺伝子系統を把握することを実

は同じ遺伝子系統のウイルスに対する感染防御の

施して行く必要がある。

効果は血中などのウイルス検出により判断されて
いるため，組織内に持続感染している可能性は否
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