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日本の PED の発生状況とその 疫学的特徴
農林水産省家畜衛生試験場九州立場 末 吉 益 雄

2.

] . はじめに
「

PED 」，それは，養豚に
何らかの形で 携わって

PED あ るいは「 PED を疑 う 症例」の発生状況
PED

は 1970 年代初めにヨーロッパで 発生

いる関係者の 間では，今日よく 耳にする病名のひ

し。， ト "'7), その後，韓国等',',7)
を含めアジアにおい

とつになっている。 PED

ても発生が認められている。

とは豚流行性下痢の

名 Porcine epide 血 c diarrhea

英語

の頭文字を並べた

「

日本においては

PED を疑 う 症例」が 1982 一1984 年に初めて報告

ものであ る。PED は豚伝染性胃腸炎 (TGE) と臨

されている。 それは，下痢便 あ るいは腸内容物中

床症状等が非常によく 似ている。

しかし原因 ウ

にコロナウイルス 粒子が確認されたが

イルスは同じコロナウイルスであ

りながら全く 異

宝された豚の 集団性の下痢であ

なる。写真 1 に示すように ， PED

はTGE

大様性の下痢を 呈する豚の伝染性疾病であ

と同様に

報告があ

， TGE

が否

った。 本病の発生

った地域は，北海道，，，
), 岩手県，，，，，，
6@ 城

県周，千葉県"), 徳島県 ，香川県")および鹿児島

る。

捜

PED に関しては，今まで 多くの紹介がなされて

県内であ る。北海道では，少なくとも

2 町，14 戸の

いるので，ここでは ，日本国内でのPED の発生状

豚2,103 頭に下痢が発生した。 岩手県では，

況，また筆者が実際に経験した PED の症例を紹介

豚4,593 頭巾2,756 頭に下痢がみられ ， 3

するとともに ，その発生の疫学的特徴を 述べたり。

が 179 頭死亡し，また

5 戸の

ち哺乳 豚

， 2, 500 頭の飼養農家で

子豚

400 頭巾80 頭が死亡した。 干葉県では，繁殖 豚 43 頭
を

飼養する 子豚生産農家で子 豚202 頭に下痢がみ

られ，
て PKI)

う

ち10 頭が死亡した。 その後， 日本にお い

とその類似疾病の 発生報告はなかったが

199.@
年になって再び 北海道，4)で発生した。

それは

5,152 頭を飼養する 一貫経営農場で ，すべての日輪
の豚2,075 頭に下痢がみられ ，
育成豚12 頭が死亡した。

う

ち哺乳豚 146 頭，

翌 i994 年には鹿児島県。 )

および三重県，。
)で少なくとも 数千頭以上の 哺乳腺
の死亡が確認された。

この時には，確かな 根拠も

なしに「 PED の流行」とは 10 年周期にしか 赴 こら
ないだろうと 軽視されていた。
写真

l

豚。

PED

黄白色下痢がみられる。

関節にスリ傷がみられる。
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前足の

ところが， さらに

1995 年に三重県および 群馬県 峨で小規模の発生が

あ り，次いで，本年
1996 年に至って鹿児島県内だ
一 2一
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けでも

3

万頭以上の子豚の 死亡が確認されるとい

確実にするためには 下痢の発症初期の 豚を鑑定殺

う大流行になってきた ，。)。 これ以外の地域でも ，現

して検査する 必要があ る 珂。

在，散発的に発生している 模様で，関係者は懸命
な防除対策を 実施しているところであ る。

3. 日本国内で発生した PED の病態

PED とはどのような 病気なのであ ろうか。 ここ

ところで，原因となる PED ウイルスの分離・ 培
養 が実験室内の 細胞培養で可能となったのは
ーロッパでは

，

ヨ

今から 8 年前の1988 年になってから

であ る。実に， 70 年代の発生から 10 年余が経過し
ていた。日本では 1988 年に桑原

ら

朝が，1982 年頃に

発生した集団性の 下痢の症例からコロナウイルス
を豚で継伏することに成功している。 1992 年には

Kusanagiら "@ ，細胞培養での 培養に成功したこ
とを報告した。 韓国でも，同じ 頃 PED ウイルスが
分離され 構 ，現在ではワクチンが 開発されてい
る。この PED

ウイルスは TGE

ウイルスと異なり ，

細胞培養での 分離・培養には 特殊な条件が 必要と
なるため困難であ り， 日本でもその 成功例は数少
ない。 1994 年の豚の伝染性下痢の 集団発生を機会
に全農家畜衛生研究所と

当九州立場で PED

に関

写真 2

分離された PED ウイルス (NKg4P6 株)
の電子顕微鏡写真。 120,000 倍。

写真 3

PED 診断用免疫血清で 染色した PEM 豚
の腸管。 黒色に染まる 細胞 (矢印) にPRD

するプロジェクト 研究が実施された。 今回，再現
実験で発症した 豚の腸内容物からウイルスの 分
離・培養に成功し ，

ヨーロッパで 最初に分離され

た PED ウイルスの標準 株 であ

る

CV777 株と同一

性状であ ることを確認した (写真 2 ㍗ )。 この分離
された PED ウイルス (NKg4P6 株) を用いて， PED

の診断用免疫血清を 作製しそれを 各都道府県の
家畜保健衛生所等に 配布することで 野外診断が可
能となった。 PED の診断法としては 豚の腸管にあ
る

PED ウイルスを検出する 免疫組織

ィヒ

学的検査

が最も迅速で，確実に診断できる方法であ

る 20,22)

(写真 3) 。 しかしこの手法は ，死亡七て 時間が経

る

て

し
染

カ

感

ス
ノン

イ
ウ

新
を

診

@

あ
も

で

な
き

検査

た

合
詩
土豪

しばしば腸管の 細胞が自己融解し
め

る

て

消失

す

過した豚では ，

3

一
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では 1994 年に発生した 事例について 紹介したい。

こには下痢 便 と同様，消化されていないミルク 粕

発生農場はすべて 一貫経営，母豚数は数十一数千

に似た塊がみられた。 また冑は白色のミルク 粕横

頃 までで，発生期間は 2 一10 カ月間であ った。 哺

物で充満し拡張しているものもあ

乳 豚，

とくに 2 一10

日

った。

取り出した小腸に 化学処理を施し

齢の豚の発病がほとんどで

薄く切り，

あ り，致死率は 30 一65% と農場によってバラツキ

ガラスに貼り 付けた後，顕微鏡で検査してみた。

があ った。 最終的に

栄養，水分などを吸収する腸の sn胞が小さく平ら

1

たと推定されている。

万頭を越える

子豚が 死亡し

哺乳 豚 以外の豚の症状は

，

み

になって，正常の働きが止まっているのが

母豚で泌 乳の減少あ るいは停止が 認められた程度

た。

であ った。

常 な小腸では，指の 形に似た長さ

哺乳豚の症状は ，黄色大様性の下痢が認められ
(写真 1), 下痢便 には消化されていないミルク 粕

分かっ

また，一部の細胞は壊れて 死滅していた。 正
約 0 ． 7mm

の丈の

高い絨毛というものが 数多くあ り，その表面を 細
胞が被っている

(写真 4a) 。 それは，表面積を 多

様凝集物がみられた。 また，前足の手関節にスリ

くして栄養，水分等をより 多く，より効率的に 吸

傷がよくみられた。 それは， 子豚が床に足を曲げ

収するためであ

たまま十分に 出ない乳を長時間かけて 飲もうとし

手が 1/3一1/7 に短くなっていた

てできた 傷 と思われる。 体表に褐色の 付着物を認

を解剖した時，腸管が 薄く見えたのはそのためで

める 子 豚も散見された。

あ る。 たとえ 子豚が母豚のよく出ない

子 豚を解剖すると 腸壁が非常に 薄くなってお

る。 しかし PED

の豚では，この 絨
(写真 4b)

。

子豚

乳を長い時

間かけて飲んだとしても ，栄養・水分等を 吸収す

り，腸内容物が 外部から透けてみえた。 一般的に

る小腸粘膜の 表面積が極端に

腸管は拡張し ，黄色大様性の内容物が充満し ，そ

正常な働きをしなくなっているので

減り ， 残った細胞も

，飲んだ乳は

小腸から体内に 吸収されず，そこを 素通りして体
外に下痢 便 として出されてしまう。 そのため，

鱗ダ

そ

の子豚は結果的に 脱水あ るいは栄養不良を 起こ
し，ついには 死に至ることになる。
それらの正常に 機能しなくなった 細胞を，診断
用免疫血清で 染色してみると ， PED

ウイルスが細

胞内に入り込んで 悪さをしていることがわかっ
た栂
し

(写真 3) 。 PED

ウイルスは小腸を 広く破壊

，大腸には小腸ほど悪影響を及ぼしていなかっ

た褐。 壊された細胞をさらに 細かく電子顕微鏡で

観察すると，それらの細胞内には多数のウイルス
写真 4

がみられた (写真 5L 。 ウイルスの大きさは 70 一 140

千豚の腸管。
a)

正常な子豚の

腸管。

絨毛

(V)

が長い。

b) PED 豚の腸管。 絨毛 (V) が短い。
All

About

Swine

No ，

9
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nm

で，それは lmm

の幅に約 14,000 一7,000 個 並

ぶ程度の大きさであ る。大きさにバラツキがあ

一 4一

る
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口輪によって 異なる。 例えば，すべての日 齢の豚
で下痢がみられ ，罹患率は100% に及ぶことがあ
る。通常， 1 週齢以内の哺乳豚は
水症状を呈し ，

下痢に続いて 脱

3 一 4 日以内に死亡する。 致死率

は平均50% とされるが，場合によっては 100% 近く
に及ぶこともあ
では通常

る。 しかし

同齢の進んだ 罹患 豚

1 週間程度で回復する。

これをタイプ

1

とする。 一方， タイプ 2 の型として，哺乳豚 では
下痢を認めないか ，あるいはあ っても軽度の 下痢
で回復し，

日

齢の進んだ離乳 豚 あ るは成膝では重

度の下痢が認められることがあ

る。

日本における 発生事例でも ，発症した豚の日 齢
あ るいはその臨床症状は 様々であ

った。 共通症状

は，哺乳豚の下痢と 死亡， それから母豚の 食欲低
下，発熱，
泌乳減少あ るいは停止であ った。 相違
点としては哺乳 豚以外，すなわち育成豚，肥育豚
および繁殖 豚に 下痢が見られたか 否かであ
写真 5

PEM 豚の腸粘膜上皮細胞の

として 1994 年発生事例では ，下痢および死亡した

電子顕微鏡

写真。 数多くのウイルス (矢印) が侵入・
増殖し，細胞は壊れ死滅に向かっている。
13.600倍。

のは哺乳 豚 のみであ った。 1996 年の発生を含む 多

くの事例では ，死亡したのは哺乳豚 のみであ
が，下痢は日輪に関係なく認められた。

のは，未熟なウイルスと 感染能力を持った 成熟ウ
イルスが混在しているからであ

る。主

の事例は ， 先のタイプ

る。成熟ウイルス

った

ほとんど

1 に含まれる。

一方， タイプ 2 に含まれる事例もあ った。 佐藤

の形は円形，楕円形，ソラマメ状のものまでいろ

ら

いろであ った。 コロナウイルスに 特徴的なのは ，

痢が認められ ，その伝染性は 2 一 3 日以内に同居

loom血一 140m血の大きさの 粒子に約 20nm の根棒

豚が下痢発症するという 甚 急性なのにもかかわら

状の突起物を 有している点であ る (写真 1) 。 この

ず 哺乳豚の死亡はなかった。

ようなウイルスは 腸の水様性内容物中にも 数多く

は，豚舎ごとの 発症率は 22.4 一100% で，日輪別の

認められた。

発症率は育成 豚が低く繁殖 豚 ・肥育豚が高い傾向

瑚の報告した 事例では，口輪，性別に
関係なく下

小林 ら 。 )の報告例で

にあ った。 しかし哺乳豚は 発症しなかった。
タイプ 2 の発生型は，母豚がすでに PKW

4. P 三 D 発生の疫学的特徴と 背景

先にも述べたよ

う

に，PKI) の主な症状は

水様性

下痢であ る。 罹患率および 致死率は様々であ り，

ウィルス

に感染しており ，哺乳豚は乳汁免疫のおかげで
抗性を保持し

一5一

この

抵

PED ウイルスの感染から 免れ，了
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PED を経験している。 TGE

痢の発症もなく ， また死亡にも 至らなかったと 推

たTGE

察される。 しかしそれだけでは 十分説明できな

生した農家は ，それぞれ流通経路および 出荷形態

い部分も残されている。 タイプ 1 とタイプ 2 の発

は全く違っていた。 TGE 発生農家では ，ヨード剤

生形態の違いについて ，

散布で自然終息したようであ

いっそうの解明が 必要と

思われる。

と

は， ウイルス感染を

る。PED

と

PED の発

発生農家で

断ち切るオールアウトおよび

クレンテによる 徹底消毒を指導したところ ，それ
5. P 三 D の防除対策の 問題点

らの豚舎では 哺乳豚の下痢は 認められなくなっ

1994 年に発生した 事例に限っても ， その発生状

況は農場間でかなりのバラツキがあ

った。 すなわ

た。 一方，一部の豚舎では「自家ワクチン」が

実

施され，下痢が 長期にわたって 持続した。 この「自

ち発生時期が 冬だけに限らず ，発生期間が長期に

家ワクチン」の 効果がなかったのは ， PED

及ぶ農場，哺乳豚の致死率が 65% に及ぶ農場等が

免疫がTGE に比較して弱いのではないかと

あ った。 飼養形態，飼養規模および下痢の防除対

している。

策が農場によって 異なっていたことも 違いを生じ

の母子

考察

また筆者らは ，これまでと 視点を変えて ， PED

た 原因のひとつと 思われた。 強制補液の実施，水

ウイルス以外に 他の病原因子の 関与について 調査

洗・消毒の徹底，発症豚の 隔離重視，発症豚の 内

を

臓ミンチの母豚投与等様々な 防除対策が試みられ

一ェスキー 病 ㎝
D)

たが， 2 カ月間で自然終息、を迎えた農場があ

群 (PRRS) の関与について 調べた。 AD ウイルス

方で， 10 カ月間も発生が 持続した農場があ

る一

行った。 特に，一貫農場経営を 脅かしている

オ

および豚繁殖，呼吸障害症候

った。

抗原検出用の 免疫血清を使用して 免疫組織化学的

それらの農場で 試みられた防除対策は ， 何が良く ，

検査を実施した 結果，本症例にAD ウイルスの関

何が悪く影響したのかその 原因を解明したいと 考

与はないと思われた。 しかし， PED と診断された

えたが，各農場における 状況の把握は 困難であ

一部の豚では PRRS ウイルスが検出された。

り

有効な対策の 特定はできなかった。
一方，鹿児島県家畜保健衛生所の 岩下ら。憶 ，

に注目されたのは ，
1

その腸管に PRRS

とく

ウイルスが

検出され， しかも生体防御機能を 有するマクロフ

週間全く分娩が 中断した農家では ，その後，
子豚

ァ一 ジ 内に検出されたことであ

の下痢および 死亡が一時治まったことにヒントを

ルスが検出された 豚を飼養する 農場は，長期間に

得て，隔離分娩の指導を実施した。 離れたとろに

わたって PED が持続あ るいは再発した 農場も含

分娩舎を確保できない 農家は，分娩含む 2 つに分

まれており， 子 豚の致死率もかなり 高かった。

け，一方を分娩母豚と 哺乳豚用の豚舎とし ，他方

のことは， PED ウイルスと PRRS ウイルスの 単な

を空舎 にして繰り返し 徹底消毒するよう ， また管

る 混合感染であ る場合も想定できるが ，

理作業手順も 完全に分け，直接の接触はないよう

PRRS ウイルスの感染した 肥育膝 ではしばしばマ

に指導したところ ，効果が現れ，下痢の終息を迎

イコプラズマや 他の細菌の感染によって 重度の肺

えることができた。 また，三重県家畜保健衛生所

炎が引き起こされることがよく 知られている。

の鈴木ら ， 。 )はほとんど同時期に 複数の農家で 起き

た，
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ウイ

こ

しかし，

ま

PRRS ウイルス感染母豚から 生まれた 子豚は
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しばしば虚弱であ り，下痢が認められるとの 報告

てPED

もあ る。実際に，PRRS

都 12 県で陽性が認められたと

ウイルスは PED の発生に対

ウイルスの中和抗体を 検査したところ ，

1

報告している。 年代

してどのような 影響を及ぼしているのだろうか。

別では， 1977 年から1992 年までに分布していた。

現在，このことについてさらに 研究を進めている

さて， 日本には，どれくらい PED ウイルスが 浸 rM

段階であ

し

る。

，あるいは常在化しているのであ ろうか。現在，

筆者ら功 @ ， PED ウイルス感染が 国内にどれくら

下痢発症 子豚の内臓ミンチを 母豚に給与すると
いう，いわゆる「自家ワクチン」は ，テキスト等

ぃ蔓 延しているか

にPED

と

の防除の一手段として 記載され，5),実際，

一部の農家はその 教えに則り試みているよ

う

であ

調査を進めている。 常在化した

考えられる農場の 豚は無症状と 思われるが， 未

感染の豚が導入された 場合，その豚は重度の下痢

る 。 しかしその効果は 農家によって 異なっており ，

を起こし，その 下痢 便で 農場内が汚染されること

むしろ被害を 大きくした場合もあ

で再度大きな 被害を招くことが 予想される。 病気

ったようであ

る。PED ウイルスの単独感染の 場合，適度で的確

の侵入を防ぐことも 重要だが，農場あるいは豚舎

な条件で実施すれば ，それは効果があるかもしれ

が PKD

汚染され，常在化して

ぃ

ない。今，「臨床的にPED

ないかどうか ，まず足もとの現状を知ることも

大

だ」，「下痢しているので

ウィルスにすでに

PED の検査をしてくれ」，「今 ごろ下痢しているな
ら PRD に違いない」という 界い 込みでだけで 筆者

切であ ろう。

らに検査依頼が 時々あ ったが，その 中には，TGE,

6. おわりに

ロタウイルス 感染，大腸菌感染，そしてクロスト
リ

ジウム感染もが 含まれていた。 こうい

で， 、 、 わゆる「自家ワクチン」を

う

状況下

実施したらど

う

日本の養豚 弄 は，流通の国際化に 対応するため
低コスト生産が 強要され，今や世界最大の集約化
経営が進んでいろ。 畜産の経営が 従来の農家の 小

なるであ ろうか。 種々の疾病の 感染を拡げる 恐れ

規模経営から 企業の大規模経営にその 形態が変わ

があ る。

ってきて，家畜衛生コントロールも

ところで，話は 変わるが，韓国では 現在， PED

部となり，以前とは比較にならないほど 細部にわ

は季節に関係なく 発生し，そのウイルスは 韓国内
に広く浸潤しているようであ

養豚経営の 一

る 印 。 哺乳豚の損失

たって管理されている。 このために，従来の
原因による急性伝染病はかなり

単一

減少してきた。 し

だけでも， PED の予測浸潤率を 30%, 死亡率を 25

かし PED

拷， 子豚価格を日本円に 換算して 5,988 円として草

類似しているため ，同じ疾病の繰り返しと判断さ

出すると，年間の経済的損失は 54 億円近くになる

れ，間違った防除対策がとられ ，被害を大きくし

とされている。 1982 一1984 年に日本において ，

ているとも考えられる。 こうした病気に 対しては

「

PED を疑 症例」の報告が 各地域であ り，それ
う

と

TGE

迅速でかつ正確な

のような病気に 対しては，症状が

診断が必要であ る。先にも述べ

が， PED であ ったと仮定すると ，広くPED ウイル

たよ

スが 日本国内に浸潤している 可能性があ る。桑原

断用 免疫血清を各都道府県の 家畜保健衛生所等に

げ 2)は， 1 都 1 通17 県の過去の保存 豚血清を用

必要に応じて 配布しており ，各都道府県の検査機

い

一7一

う

に，現在，
当 九州立場では 作製した PRn

診
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関 が独自で診断できる 体制にあ る。今後，家畜保
健衛生所との 間の情報交換のパイプを 太くし，

ま
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