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直二重E

豚デルタコロナウイルスの関与が疑われた下痢の発生事例
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Summary 

97 

Sows and piglets on a farrow-nursery pig farm with 700 sows developed diarrhea on April 7, 2014, and some of 

the piglets also vomited. Although almost all of the pigs developed diarrhea over a period of several days, the 

mortality rate did not increase, and the symptoms decreased after approximately two weeks. We collected 22 

fecal samples for viral examination as well as samples for pathological analysis from two suckling piglets which 

had developed diarrhea. The stomachs of the suckling piglets were filled with curdled milk, and their jejunal 

mesentery lymph nodes were slightly swollen. Histopathological examination showed atrophy and fusion of the 

intestinal villi and cuboidalization of the mucosal epithelial cells in the small intestinal mucosa. 

Immunohistochemical examination showed no specific antigen of porcine epidemic diarrhea virus, transmissible 

gastroenteritis virus and rotavirus. However, specific RN As of the porcine deltacoronavirus (PDCo V) were 

detected in 14 fecal samples and the intestinal content samples of the two suckling pigs by reverse transcription 

polymerase chain reaction (RT-PCR). The specific RNAs detected from the content samples obtained from the 

small intestine had more than 99.8% nucleotide identity with PDCoV strains previously detected in the United 

States and China. Because specific RNAs of PDCoV were not detected by RT-PCR assay in the 30 fecal samples 

collected on August 9, 2014, it was inferred that the diarrhea had subsided. The diarrhea was suggested to be 

associated with PDCo V, as RN As of this virus were detected in the samples collected during the diarrhea 

outbreak. 
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序文

豚デルタコロナウイルス（PDCoV）は，コロナウイ

ルス亜科，デルタコロナウイルス属に分類される．

PDCoVは， 2012年に香港において豚の保存材料から初
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めて検出されたII). その後，アメリカにおいても2014年

以降，複数の地域で豚から検出されている 6. 9. 10) 同

じくコロナウイルス亜科に属し豚流行性下痢 （PED)

の原因であるPEDウイルス（PEDV）は， H由宇L豚に激

しい水様性下痢，｜桓吐，死亡率の増加，繁殖豚に軟便か

ら水様性下痢， H匝吐，泌乳停止等を引き起こす8).

PDCoVもPEDと同様に豚の下痢症との関連が報告され

ているが， PDCoVが侵入した農場における被害の状況

及び感染した豚の臨床症状を詳細に記した報告は国内，

国外ともに少ない4. 6. 9). 

2013年10月以降の囲内におけるPEDの大流行の中で

発生した， PDCoVの関与を疑う豚の下痢症について報

告する．

材料および方法

1. 発生状況

( 1）発生農場の概要

当該農家は，管内に繁殖農場 l農場（図 1），県外に

肥育農場 2農場を保有する一貫経営である 今回の発生

は，母豚700頭，子豚5,000頭を飼養する繁殖農場で認め

られた当該農場では，繁殖豚には2014年2月まで

PEDと伝染性胃腸炎（TGE）の混合生ワクチンのみ接

種していたが，その後は接種を中止した。子豚には， ｜時

乳時にマイコプラズマ ・ハイオニュ ーモニエ感染症

(Mhp）不活化ワクチンと豚サーコウイルス 2型感染症

不活化ワクチンを，離乳後にMhpと豚アクチノパシラ

ス ・プルロニューモニエ（ 1 ' 2' 5型）感染症の混合

不活化ワクチンを接種していた。

( 2）発生経過

2014年4月7日，分娩舎（図 1一①）の繁殖豚3頭，

哨乳豚約200頭，スト ール舎の繁殖豚4頭及び離乳舎

（図 1一⑤）の子豚約100頭に下痢と一部に恒吐が認めら

れた．農場立入時の臨床検査において，繁殖豚には水様

性から泥状の下痢が認められたが，Ol;¥l;吐は確認されな

かった（図 3A, B). 晴乳豚は黄白色の軟便から軽度の

水様性の下痢を呈し， 一部に｜恒吐も認められたが，死亡

は認められなかった（図 3C）.その他，軽度の食欲不

振と発熱が観察された以外に異常は認められなかった．

4月8日，新たに離乳舎（図 1一⑤）の子豚約100頭，

分娩舎（図 1－②）の晴乳豚約100頭及びス トール舎の

繁殖豚20頭に下痢の症状が認められ，4月9日にも分娩

舎（図 1一②）の繁殖豚8頭， H雨乳豚約200頭，ス トー

ル舎の繁殖豚20頭が下痢を呈した（図 2）.その後も発

症頭数は増加し続け，ほとんどの豚が発症したが，畜主

の通報から 1週間後には，繁殖豚の症状は回復し JI南乳

豚でも症状を示す頭数が減少し 2週間後には症状は全

く認められなくなった なお、当該農場では，下痢症発

生当初から畜舎，作業者，使用機材，紙袋飼｛.＇！－の消毒徹

底及び作業導線の確認等の， PEDの発生を想定した衛

生対策の強化を図った。

l④ l l⑤ l 
l灘乳含 ll離乳舎 i
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図1. 発生農場の豚舎配置図

分娩舎 3練（①～③），出！~乳舎 2 棟 （④，⑤），ストール舎 l 棟， 母豚舎 l 棟及び

導入jj事舎 1棟で構成される 子jj事は70日齢で県外の肥育農場に移動する
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4月7日 4月8日 4月9日

：国同国；閉阿国
分担免

閉門閉舎①

ール舎閉・一 閉 トーJ暗閉．．．．．．．．． ．．．．． 
閉閉 閉”・・2．．．．． ．．．． ．．．．． ．．．．． 

・ 繁殖豚1頭

． 哨手L豚、議事L豚100頭

図 2. 発生経過

初発から3日間の各自の新規発症頭数を豚舎ごとに示した 2014年4月7日，分娩舎③の繁殖JJ本3頭，llflj乳II本約200頭 ストール舎

の繁殖豚4頭，自j［乳舎⑤の子IJ本来JlOO頭が発症． 4月8日， 分娩舎②のllflj乳JJ事約100頭，ストール舎の繁殖豚20頭， 自性乳舎⑤の子！！事

約lOONJ！が発症 4月9日，分娩会②の繁殖JJ事8頭.II雨乳！隊約200頭，ス トール舎の繁殖豚20頭，南lk乳舎⑤の子JJ事約100頭が発症

A.発症した繁殖豚の腿部 B.繁殖豚の下痢

c.晴乳豚の下痢

図3 発症豚の下痢性状

繁殖IJ事は水様性から泥状の下痢を呈 し，腿音［）の広範囲に下痢｛更が付着 していた

(A. B). llril乳豚は黄白色のlj州更から軽度の水様性の下痢を呈した （C).
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2.病性鑑定

( 1 ）材料

下痢が発生した4月7日～9日（発症期）は，繁殖豚

13頭（図 1－②，③，ストール舎），約60日齢の子豚4

頭（図 l ④，⑤）及び14～18日齢の晴乳豚5頭（図 1

－②，③）の糞便22例と， 14～18日齢の発症晴乳豚2頭

（図 1 ③）を検査材料とした．発生から約4か月後の

8月9日（沈静期）にも，確認検査のため繁殖豚17頭

（図 l一①～③，母豚舎，ストール舎）， 28～63日齢の子

豚9頭（図 1 ④，⑤）及び23～26日齢の晴乳豚4頭

（図 l一①，②）の糞便30例を採材した（表 1) . 

( 2）方法

ア．細菌学的検査

発症期の糞便22例及び晴乳豚2頭の肝臓，牌臓，腎

臓，心臓，肺，脳及び小腸内容について， 5%緬羊血液

加寒天培地及びDHL寒天培地を用い，好気培養

(37℃， 24時間）を実施した．

イ．寄生虫学的検査

発症期の糞便22例及び晴乳豚2頭の直腸便について，

櫨過浮遊集卵法により虫卵検査を実施した

ウ．病理組織学的検査

発症晴乳豚2頭の肝臓，牌臓，腎臓，心臓，肺，脳，

胃及び、腸管等を常、法に従い20%中性緩衝ホルマリン液で

固定後，薄切し，ヘマトキシリン・エオジン染色を実施

したまた，抗PEDV及びTGEウイルス（TGEV）血

清（国立研究開発法人農業・食品産業総合研究機構

動物衛生研究部門，茨城），抗豚ロタウイルス A, B, C 

及びD群血清（日生研株式会社，東京，桑原博義先生の

御厚意により分与），市販の免疫組織化学的染色用キッ

ト（酵素標識抗体：ヒストファインシンプルステイン

MAX-PO (MULTI）及び基質溶液：シンプルステイン

AEC溶液，株式会社ニチレイバイオサイエンス，東京）

を用い免疫組織化学的染色を実施した．

エ．ウイルス学的検査

発症期の糞便22例，発症晴乳豚の小腸内容2例及び沈

静期の糞便30例について， PEDVとTGEVのS蛋白質遺

伝子を標的とした逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（RT-

PCR) 2・ 3l及びウイルス分離を実施したまた，同検体

を用い， PDCoVのM及びN蛋白質遺伝子を標的とした

RT-PCR9lを実施した．なお， RNAの抽出及びRT-PCR

には市販のキット（MagExtractorViral RN A，東洋紡

績株式会社，大阪及び、PrimeScriptOne Step RT-PCR 

Kit Ver.2，タカラバイオ株式会社，滋賀）を用いた。

更に， PDCoVのRT-PCR産物について，塩基配列を

決定し相同性解析及び系統樹解析を実施した

結果

発症晴乳豚の剖検では， 2頭に共通して胃に固形化し

たミルクが充満しており，空腸の腸間膜リンパ節は軽度

に腫大していた．その他、小腸壁の葬薄化を含め、著変

は認められなかった（図4).

細菌及び寄生虫学的検査では 有意な菌及び寄生虫は

検出されなかった．

病理組織学的検査では， 2頭とも小腸繊毛に中等度か

ら重度の萎縮及び融合，粘膜上皮細胞の立方化が認めら

れ（図 4），病変の程度は回腸より空腸で著明であっ

た. PEDV, TGEV及びロタウイルスに対する免疫組織

化学的染色では，いずれも抗原が検出されなかった

ウイルス学的検査では，発症期の糞便22例と発症晴乳

豚の小腸内容2例を用い，ウイルス分離と PEDV及び

TGEVのS蛋白質遺伝子を標的としたRT-PCRを実施し

たが，ウイルスは分離されず， PEDV及びTGEV遺伝

子も検出されなかった．一方， PDCoVのM及びN蛋白

質遺伝子を標的としたRT-PCRでは，繁殖豚の糞便7例

（図 l一②，③，ストール舎に約60日齢の子豚の糞便4

例（図 l一④，⑤），晴乳豚の糞便3例（図 1 ②，③） 

と発症晴乳豚の小腸内容2例（図 l一③）において，特

異遺伝子が検出され（図 5），塩基配列は，いずれも過

去に中国11) と米国9）で検出されたPDCoVと99.8%以上

の相同性がみられた（図6）.なお，沈静期の糞便30例に

表 1. 検査材料の内訳

採期時取

材 キヰ
発症期 沈静期

(H26.4. 7～9) (H26. 8. 9) 

糞便 繁殖豚 13 17 

離乳子豚 4 9 

崎乳豚 5 4 

生体 崎乳豚 2 
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A.胃内容 B.腸管

D，小腸下部粘膜上皮（拡大）

図4. 発症晴乳II家の病理所見

胃には固形化した ミルクが充満していた（A). 小腸畿の非簿化は不明瞭であった（B).小JJ易のへマ トキ

シリン ・エオジン染色では．繊毛の中等度から重度の萎縮，融合（C, Bar= lOOμm），粘膜上皮細胞の立

方化 （D. Bar = 50μm）が認められた

500bp 

小腸内容1 iJI腸内容2 マー力一

図5.PDCoV特異遺伝子PCR産物の電気泳動像

発症llJ日乳l琢2liJ~ の小 JI号内容から検出された， PDCoV特異造伝子 （M蛋白質造伝子

(494bp）とN蛋白質逃伝子 （695bp）） のRT-PCR産物の電気泳動像 （2%TAEア

ガロースゲル，エチジウムブロマイ ド染色）
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Porcine epidemic diarrhea virus strain USA/Colorado/2013 

Infectious bronchitis virus isol日leYN 

Bovine coronavirus strain Mebus 

Munia coronavirus HKU13-3514 

Porcine coronavirus HKU 15 strain OH 1987 

Porcine coronavirus HKU 15 strain HKU15-44 

Porcine coronavirus HKU 15 strain HKU15-155 

M_2014tochigi_Fe_ 1-SDCV _M67F 

M_2014tochigi_Fe_ 1-SDCV _M560R 

A.櫨遺伝子領域

Porcine epidemic di目的eavirus str日inUSA氾oloradぴ'2013

Bovine coronavirus strain Me凶s

In色ctiousbronchitis virus isol試巴 Y~J

Munia co悶iavirusHKU 13-3514 

Pαcine cαonavirus HKU15 strain HKU15--155 

Pαcine coronavirus HKU 15 st悶川HKU15-44

Po陀inecoronavirus HKU15 strain OH1987 

2014は higi_Fe_2-SDCV_N41F 

'2014恥 higi_Fe_'2-SDCV_N735R 

B. N遺伝子領域

図6. M, N遺伝子領域の系統樹解析

今回検出されたPDCoVのRT-PCR産物の塩基配列は．過去に米国と中国で検出されたPDCoVと99.8%以上の相同性が認

められた．

仏ii2014tochigi_Fe_l・SDCV_M67F. M560R M蛋白質泣伝子各プライマーに対する嵐基配列 （A).2014tochigi_Fe_2 

SDCV _N41F. N735R N蛋白質逃伝子各プライマーに対するお1恭配列（B))

ついても， RT-PCRによる PDCoV, PEDV及びTGEV

の遺伝子検出を実施したが，全て陰性であった．

亡例はなかった また，剖検では，小腸壁の非薄化も確

認されなかった．これらは， H甫乳豚の激しい水様性下

痢，高い致死率，小腸の~i~薄化等を示すPED の特徴的

な所見とは一致しなかった8). しかし 1週間以内に飼

養豚のほほ全頭が発症 したことから，PDCoVはPEDV

と同様な潜伏期間と強い伝矯力を有すると考えられた

考 察

病性鑑定では主因となる病原体は分離されず，確定診

断に至らなかったが，病理組織学的検査においてウイル

ス性腸炎でみられる病変が観察され，下痢の発生時期と

下痢便からのPDCoVの遺伝子検出時期が一致したこと

から，本下痢症事例はPDCoVの関与が強く疑われた．

PDCoVに感染した豚はPEDに類似した症状を呈する

と考えられている 9）.しかし本事例の発症附乳豚は症

状が軽度で、あり， 11次使からll珪度の水様性下痢を呈し，死

PEDVはごく少量でも感染し 感染後は糞便中に長期

間ウイルスが排出されることが知られている I. 5）.その

ため，農場内でのPEDVの感染環を断ち切ることは容

易ではなく，一度発生すると，沈静化までに数週間から

数カ月を要する事例も見受けられる 7). しかし本下痢

症事例では，発生から 2週間後と比較的早期に沈静化し
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た．また，沈静化した4か月後のPDCoVの清浄性確認

検査では全て陰性であったことから， PDCoVは清浄化

されたものと考えられた．本事例のように，たとえ下痢

の原因が特定されない状況でも，速い段階からPEDを

想定した衛生対策を徹底することがPDCoV対策として

も非常に有効で、あったものと考えられた．

PDCoVが国内に侵入したことは明らかであることか

ら，今後は，豚の下痢症の病性鑑定では本ウイルスの関

与も念頭に入れて対応する必要がある．更に， PDCoV

の分離，免疫組織化学的染色 insitu hybridyzation法

等の手法を検討し確定診断法を確立することや，検査

体制の整備も必要である．また， PDCoVには有効な治

療法やワクチンが確立されていないことから，農場内に

本ウイルスを侵入させないことが最も重要である．した

がって，飼養衛生管理基準を遵守するとともに，農林水

産省で定めたPED防疫マニュアルに準じて，農場に出

入りする人，物，車両等の消毒及び導入豚の隔離観察の

徹底等， PED対策に準じた防疫体制を継続することが

農場内の清浄性維持に重要である．

稿を終えるに当たり，病理組織学的検査に御協力いた

だいた，国立研究開発法人農業・食品産業総合研究機

構動物衛生研究部門の川罵健司先生及び播谷亮先生に

深謝しミたします．
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要 旨

2014年4月7日，母豚700頭飼養の繁殖農場におい

て，繁殖豚，離乳子豚及び晴乳豚に下痢と一部に恒吐が

確認されたその後，農場のほとんどの豚に同様の症状

が確認されたが，死亡例はなく， 2週間後に沈静化し

た発症期（4月7日～9日）に糞便22例と発症晴乳豚

2頭，沈静期（ 8月9日）に糞便30例を検体として病性

鑑定を実施した．晴乳豚の胃には固形化したミルクが充

満し空腸の腸間膜リンパ節は軽度に腫大していた．病

理組織学的検査では，小腸誠毛の萎縮及び融合が観察さ

れ，粘膜上皮細胞の立方化が認められた免疫組織化学

的染色で豚流行性下痢ウイルス 伝染性胃腸炎ウイルス

及びロタウイルスの抗原は検出されなかった．ウイルス

学的検査では，有意なウイルスは分離されなかったが，

RT-PCRで発症期の糞便14例及び可、腸内容2例から豚デ

ルタコロナウイルス（PDCoV）の特異遺伝子が検出さ
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れた．小腸2例のRT-PCR産物の塩基配列は米国と中国 のことから 本事例はPDCoVの関与が強く疑われた．

で検出されたPDCoVと99.8%以上の相同性が認められ

た．沈静期に実施した遺伝子検査では， PDCoVの特異 キーワード：豚デルタコロナウイルス， PED，下痢，

遺伝子は検出されず，清浄化されたと考えられた以上 RT-PCR 
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