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はじめに

ら肉用子豚（三元豚）を生産する。

母豚の繁殖障害や子豚・肉豚の呼吸障害を主

豚舎は分娩舎 3 棟（1 棟は妊豚収容エリアと兼

徴とし，さまざまな二次感染症を合併させる豚繁

用）
，離乳舎 4 棟，育成舎 3 棟，交配舎 3 棟およ

殖・呼吸障害症候群（PRRS） は，その発生により

び導入豚舎 1 棟で構成されている（図 1）
。哺乳

試算ながらわが国に年間 280 億円余りの損失をも

豚は 26 日齢で PS 豚と肉用子豚としてそれぞれ別

と報告されている。PRRS 発生農場

の離乳舎へ移動して管理された後，80 〜 85 日齢

では飼育管理の改善，PRRS 生ワクチン接種，二次

で PS 候補豚は育成舎へ移動し，肉用子豚は外部

感染対策，デポピュレーション等の実施によって

へ搬出
（出荷）
される。PS 豚は体重 90 〜 100 kg
（140

成績改善に努めているものの，なかなか収まらず

〜 150 日齢）頃まで育成 2 または 3 号舎で，その

苦慮している農場が依然として多いと推察される。

後は育成 1 号舎で飼育される
（2008 年 12 月当時）
。

1）

たらしている

2）

筆者は PRRS 侵入のあった大規模農場を指導す

肉用子豚として出荷されなかった豚は育成 1 号舎

る機会があり，侵入から約 6 年後に清浄化にこぎ

に収容し，PS 豚として出荷されなかった豚とと

つけることができた。その過程で得られた経験，

もに最終的に肉豚として出荷される（図 2）
。

知見，問題点等について紹介する。
2．PRRS 侵入経過
農場概要

当該農場の PRRS の ELISA は 2008 年 11 月下旬
に行った時点まで陰性であった。しかし，同年 12

1．農場規模およびピッグフロー
当該農場は南九州地区に立地する母豚規模約

月下旬に行った出荷前検査で，育成舎 3 号舎の飼

1,500 頭の日本 SPF 豚協会認定のコマーシャル

育豚が陽性となり PRRS ウイルス（PRRSV）浸入

（CM）農場で，同協会の CM 農場認定基準に準

が確認された（図 3）
。その直後の検査で隣接する

拠して運営されている。母豚群は上位の GGP 農

育成 2 号舎飼育豚でも PRRS 抗体陽性が確認され

場より導入した PRRS 陰性の純粋母豚，および自

た。また，育成舎 2 号舎に近い排水処理施設（浄

家育成した F1 種豚が半数ずつで構成され，純粋

化槽）から農場処理水（液肥）を 1 日数回農場外

母豚から PS 豚（F1 種豚）
，自家育成 PS 母豚か

へ専用車両で運搬していた。
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図1

農場レイアウト

図2

図3

農場ピッグフロー

PRRSV 侵入が疑われた豚舎

以上の背景から，遅くとも 2008 年 12 月上旬に

舎に最初に侵入したと推測された。また，育成 2

PRRSV が農場内に浸入したと考えられた。侵入

号舎の片側飼育室（育成 2- 南）が発育不良豚や

経路として，液肥運搬車両が農場外から PRRSV

出荷漏れ豚の専用豚舎として当時使用されてお

を持ち込み，PRRSV はフェンスに近い育成 2 号

り，日常的な PRRS 検査が実施されていなかった
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ことが侵入確認の遅れにつながったと考えられ

性状態が 6 ヶ月間以上継続することを自主
（自社）

た。当該農場に PRRSV が侵入したが，PRRS 発

基準として設けた。

生農場の多くで見られる母豚の繁殖障害や子豚・
肉豚の呼吸障害はまったく見られなかった。

3．AI/AO 状況監視から判明した問題点と改善策
農場の週単位の在庫表から AI/AO の実施状況

PRRS 清浄化対策

を監視したところ，PRRS を含む感染症の水平感

1．実施条件

染やその温床につながる恐れのあることが判明し

2009 年 3 月に農場側と PRRS の対応について

た。すなわち，AI/AO を行うための飼育豚の飼

協議した。当該農場は種豚場としての機能があ

育室間移動，短い空舎期間，余剰豚・発育不良豚

り PRRS 陰性種豚供給が責務であること，従業員

の専用飼育室の存在，育成 1 号舎における連続飼

の雇用を維持しなければならないこと，PS 豚・

育の継続，ワクチン接種作業のための頻回の飼育

肉用子豚供給を望むユーザー農場があったこと等

室への入退室が見られた。

から，PS 豚および肉用子豚の生産性を維持しな

これらの問題の改善策として，離乳舎および育

がら PRRS 清浄化を目指すこととした。また，農

成舎の余剰豚・発育不良豚の淘汰を 2008 年 12 月，

場の不活化ワクチンのみを使用するワクチン接種

育成 2 および 3 号舎の 2 室運用化，育成 1 号舎の

ルールは堅持した。

2 室分割とその運用化を 2010 年 4 月，自社肥育
農場の利用および肥育預託農場の運用を 2009 年

2．PRRS 清浄化対策および最終目標の設定

1 月，同年 11 月および 2010 年 4 月に行った。加

PRRS 清浄化対策は，農場防疫体制確認による

えて，水平感染対策としてワクチン接種作業後の

新たな PRRSV 侵入防止，純粋母豚導入および自

作業着交換を 2009 年 9 月，ワクチン接種時の注

家育成豚格上げの一時中止による PRRSV 垂直感

射針の 1 頭毎（母豚），1 腹毎（哺乳豚）または 1

染防止，オールイン（AI）/ オールアウト（AO）

ペン毎（離乳舎および育成舎飼育豚）の交換，注

の状況監視，注射針使用方法改善，衛生害虫・動

射および採血器材のアルコール噴霧を 2010 年 9

物駆除，里子禁止等による PRRSV 水平感染防止，

月，里子の中止を 2009 年 1 月からそれぞれ行っ

母豚群および子豚群の血清を用いた PRRS モニタ

た。

リングによる感染状況把握とした。
PRRS モニタリングは，1 ヶ月当たり母豚群か

PRRS モニタリング結果

ら 30 頭（5 頭／棟× 6 棟）
，子豚群からステージ

1．母豚群の血清 ELISA および RT-PCR 検査結果

別で 30 〜 60 頭を採血し，IDEXX 社製キットを

2008 年 11 月から 2011 年 12 月までの母豚群の

用いた ELISA 検査および PRRSV の RT-PCR 検査

ELISA 検 査 で は，PRRSV が 侵 入 し た 2009 年 12

を基本として行った。

月より陽性率が急上昇し，2009 年 2 月には 100％

農場の PRRS 清浄化の最終目標は，母豚群およ

に達した（図 4）。その後は減少傾向となり一時

び子豚群の血清 ELISA および RT-PCR 検査で陰

的に陰性状態のなったが，2011 年 4 月以降は漸
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図4

母豚群の血清 ELISA および RT-PCR 検査結果

増傾向となった。また，2010 年 8 月に ELISA 陰

が多かったものの次第に減少し，一方，育成舎で

性であった母豚が同年 10 月には陽転していたこ

は各室とも ELISA 陽性となる場合がほとんどで

とが確認された。

あった（図 5）。RT-PCR では離乳舎，育成舎とも

2009 年 3 月〜 9 月には定期モニタリングとは

2009 年 10 月から陽性が散発した。この結果から，

別に，泌乳母豚を対象とした一斉検査として離

離乳以降農場内で PRRSV の水平感染が持続的に

乳 2 週間前に採血して ELISA および RT-PCR を

起きていると考えられた。

行った。また，母豚の一部では哺乳豚 1 〜 2 頭か
ら採血して ELISA および RT-PCR を行った。そ

PRRS 清浄化の壁

の結果，ELISA 陽性率は母豚で 64％（160/251）
，

PRRS 清浄化対策を実施した結果，母豚群では

哺乳豚で 38％（284/614）であった。一方，RT-

PRRSV の母子感染の可能性は低いと判断され，

PCR 陽性は 2009 年 4 月に採血した母豚 1 頭のみ

子豚群では離乳舎および育成舎の飼育室単位で

（1/1,318）で，哺乳豚の陽性例はなかった。

の AI/AO 体制が育成 1 号舎を除いて実施できる

母豚群の ELISA および RT-PCR 検査結果から，

ようになり，PRRSV の水平感染の抑制は可能と

上記検査時期において PRRSV の母子感染の可能

思われた。しかし，母豚群の ELISA 陽性率は下

性（発生頻度）は低いと判断した。

がらず，子豚群の離乳以降 PRRSV の水平感染は
止まらない状況であった。そこで，PRRS 清浄化

2．子豚群の血清 ELISA および RT-PCR 検査結果

対策を再考して PRRS 清浄化を阻む壁は何かを考

2008 年 11 月から 2011 年 12 月までの子豚群の

え，飼育室の洗浄消毒，PRRSV 母子感染，PRRS

検査では，離乳舎では当初 ELISA 陽性の飼育室

モニタリング体制，雄種豚の検査体制，および子

− 31 −

日本SPF豚研究会Web
All about SWINE 47, 28-38 (2015)

図5

子豚群の血清 ELISA および RT-PCR 検査結果

豚群の AI/AO 体制について見直した。

床面，スノコ裏側および飼料箱内面・給水ノズル
から環境材料（スワブ）を採取し，RT-PCR によ
り飼育環境中に PRRSV が残存していないか調査

1．飼育室の洗浄消毒
子豚群の PRRSV の水平感染の要因として，未

した。

感 染 離 乳 豚 が AO 後 の 飼 育 環 境 中 に 残 存 す る

その結果，
5 室中 1 室のスノコ裏側が陽性であっ

PRRSV に偶然接触することで感染する可能性が

た（表 1）。当該飼育室は空舎 5 日目で翌日には

考えられた。そこで，2012 年 1 月に子豚飼育中

離乳豚が収容される予定であったが，検査結果か

または AO 中の離乳舎 5 室から滅菌綿棒を用いて

ら AO 中の水洗消毒が十分でないと判断し，農場
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表1

飼育環境中 PRRSV の RT-PCR 検査結果

側に水洗消毒作業の強化，徹底を要請した。要請

は 150 日齢以上の育成 1 号舎収容豚が大半を占め，

後の 2012 年 2 月以降，離乳舎飼育豚の RT-PCR

加えて同年 2 月〜 8 月には 40 日齢未満の離乳後

の陽性頻度は減少傾向となった（後述）
。

間もない豚の陽性例も散見された。また，2013
年 4 月〜 8 月に行った離乳舎のモニタリングで

2．PRRSV 母子感染

ELISA 陽転のない個体や豚群に RT-PCR 陽性が

RT-PCR 陽性を示した豚の日齢を調査した（図

見られた（表 2）。これらの結果から，離乳豚が

6）。2012 年 1 月までは 53 〜 186 日齢の範囲で 60

哺乳中に PRRSV の母子感染を受けていることが

日齢以上の豚が大半を占めた。2012 年 2 月以降

示唆されため，当初可能性は低いと判断していた

図6

血清 RT-PCR 陽性個体の日齢分布
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表2

離乳直後の RT-PCR 陽性例

PRRSV 母子感染について考え直すに至った。

母豚はすべて純粋種であったため，2013 年 6 月
以降は純粋母豚の哺乳豚のみを検査対象とした。

3．哺乳豚の唾液 PRRS 検査による母子感染の調査

Nested PCR 陽性は 2013 年 6 月まで見られ，2013

哺乳期間中に PRRSV 母子感染が実際にあるか

年 7 月以降すべて陰性となった。唾液が nested

否か，すなわち母子感染によって起きるウイルス

PCR 陽性となった雌哺乳豚はすべて断尾して肉

血症個体の哺乳豚が摘発できる検査が必要と思

用子豚扱いとし，去勢豚とともに肉用子豚用離乳

われた。そこで，Cano ら が提案した，母豚の

舎に収容して PS 豚生産ラインの離乳舎および育

免疫状態把握を目的に行う哺乳豚のプール血清を

成舎の PRRS 清浄化を図った。

3）

検体とする PCR 検査法を参考に，採血の煩雑さ，
採血による肉体的ダメージやストレスを軽減で

4．PRRS モニタリング体制

き，かつ PRRSV が豚の唾液（口腔液）中に排泄

2013 年 5 月にモニタリング体制の見直しを行っ

ことを利用した哺乳豚の唾液を用いた

た。母豚群の検査では，ウイルス血症個体の摘発

PRRS 検査法を考案して 2013 年 5 月〜 10 月に実

を目的に行っていた RT-PCR で陽性がほとんどな

施した。

かったことから中止して ELISA のみを行うこと

される

4, 5）

PRRS 検査は，10 日齢前後の哺乳豚を対象に母

とした。子豚群では，AI/AO が飼育室単位で行

豚に付いている全頭から唾液を滅菌綿棒で採取

われるようになったことを考慮し，離乳舎，育成

し，1 腹分をプールして nested PCR

6）

で行った。

その結果，泌乳中の母豚 958 頭（純粋母豚 861

舎とも各飼育室で AI 直後および AO 前に採血を
行って ELISA および RT-PCR を行うこととした。

頭および F1 母豚 97 頭）中 6 頭（0.6％）の哺乳
豚のプール唾液が陽性となり，母子感染が確認

5．雄種豚の検査体制

された。哺乳豚唾液が nested PCR 陽性となった
− 34 −
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的に飼育豚全頭を対象に血清 ELISA 検査を行っ

PRRS 清浄化の最終ゴール

ていた。この検査は不定期実施であったため，

PRRS 清浄化を阻む壁を越えるために行った上

2013 年 5 月に農場と協議して抗体陽性率把握お

述の見直しにより，徐々に PRRS 感染率は減少

よび陽性個体摘発を目的に雄種豚全頭を対象に

傾向となったため，PRRS 清浄化の最終ゴールを

3 ヶ月毎に採血して ELISA および RT-PCR を行う

2014 年 5 月に設定するに至った。

こととした。
その結果，2013 年 5 月に 24％であった ELISA

1．PRRS 清浄化の最終ゴール設定

陽性率（3 品種平均）は同年 8 月には 4％に減少

母豚群では ELISA 陽性率が 2013 年後半から減

し，それ以降漸減して 2014 年 5 月からは 0％と

少傾向となり，2014 年 1 月〜 4 月には平均 3.3％

なった（図 7）
。一方，RT-PCR は検査期間を通じ

になり上昇傾向も見られなかったこと（図 8），

てすべて陰性であった。

子豚群では ELISA 陽性率が 2013 年中頃から減
少傾向となり（図 9），離乳舎の RT-PCR 陽性は

6．AI/AO 体制

2013 年 8 月以降見られず，育成舎の RT-PCR 陽

当該農場では PRRS 清浄化対策として AI/AO

性は 2014 年 3 月に見られたものの（図 10），育

の実施状況を監視し，AI/AO を飼育室単位で行

成 1 号舎全体の AO を実施したこと（上述），雄

えるようにピッグフローの改善を図り，その一

種豚群で ELISA 陽性個体は皆無になったこと（図

環として育成 1 号舎では 2012 年 9 月にはそれま

7）を根拠として PRRS 清浄化のゴールを設定で

での 2 室から 4 室に分割運用して PRRSV の水平

きると判断した。

感染防止に努めた。しかし，その後も RT-PCR 陽

PRRS 清浄化のゴールは，2014 年 5 月〜 10 月

性が散発したため，2014 年 4 月に 4 室全体を AO

の 6 ヶ月間において，①離乳前母豚を対象とした

して豚舎内の徹底的な水洗消毒を行った。

ELISA 検査で s/p 比 0.3 以上を示す母豚を完全に

図7

雄種豚の血清 ELISA 検査結果
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図8

母豚群の ELISA 陽性率の推移（2013 〜）

図9

子豚群の ELISA 陽性率の推移（2013 〜）

摘発淘汰すること，②離乳豚のモニタリング検査

粋 母 豚 14/772，F1 母 豚 25/792） が ELISA 陽 性

で ELISA および RT-PCR の陰性状態が継続され

であった。この摘発淘汰検査および毎月の定期モ

ること，③育成豚のモニタリング検査で ELISA

ニタリング検査で s/p 比 0.3 以上の母豚はすべて

および RT-PCR の陰性状態が継続されること，④

2014 年 10 月まで淘汰した。また，2014 年 5 月〜

2014 年 10 月下旬に農場全体の ELISA 検査（最終

10 月の離乳豚および育成豚のモニタリング検査で

清浄性検査）を行って全検体の陰性が確認される

ELISA および RT-PCR 陽性はなかった（図 10）
。

ことの 4 点が完了する 2014 年 11 月とした。

さらに，2014 年 10 月下旬に全豚舎 41 室 255 頭

母豚群の摘発淘汰検査では 1,564 頭中 39 頭（純

から同日採血して行った ELISA 検査で全頭陰性
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図 10

子豚群の血清 ELISA および RT-PCR 検査結果（2012 〜）

が確認できたことから（表 3）
，2014 年 11 月に当

ていたこと，③自社および預託の肥育農場の運用

該農場の PRRS 清浄化は達成されたと判定した。

により AI/AO の円滑化が図られたこと，④当該
農場の親会社で PRRS モニタリングを行ったため

PRRS 清浄化の振り返り

検査の費用負担が少なく，積極的に検査を実施し

PRRS が侵入した当該農場で清浄化に向けて対

たこと，⑤当該農場および親会社が PRRS 清浄化

策を講じた結果，6 年近い期間を要したものの清

に対して強い意志を有していたこと等が清浄化達

浄化に成功した。その過程を振り返ると，①農場

成のプラス要因であったと考えられる。

に侵入した PRRSV 株の病原性，伝搬力が弱かっ

一方，①離乳舎，育成舎で飼育室単位の AI/

たこと，②当該農場は SPF 豚農場として飼育管

AO 体制が完全に取れるまでに時間を要したこ

理体制を敷いており基本的な防疫基盤が構築され

と，②採血に危険を伴うため雄種豚の PRRS 検査
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表3

る具体的方法については見出せなかった。しか

農場全体の最終清浄性確認検査結果

し，雄種豚群の ELISA 陽性個体の淘汰を行った
こと，哺乳豚の唾液を用いた検査で PRRSV に母
子感染した哺乳豚を摘発したことで PS 豚生産ラ
インの PRRS 清浄化が図られたことが，結果とし
て母子感染した哺乳豚による PRRS 感染拡大を抑
制した可能性は高いと思われる。本事例が PRRS
清浄化やコントロールに取り組む農場の参考にな
れば幸いである。
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