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|原著|

栃木県下で発生した豚離乳後多臓器性発育不良症候群

発症豚の病理組織学的検討

小島浩一川 飯塚綾子 2) 田中実 1) 八木沢章裕 1)

1)栃木県県央家畜保健衛生所(〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8)

2)栃木県県南家畜保健衛生所(〒 328-0075 栃木市箱森町22-27)

(2007年3月29日受付 ・2008年1月16日受理)

要 約

栃木県で豚離乳後多臓器性発育不良症候群 (PMWS) を発症した豚18頭について，リンパ節病変における豚サーコ

ウイルス 2型 (PCV2)抗原とリンパ球減少との関係を免疫組織化学的に調査した. PMWS発症豚ではリンパ節のリン

パ球減少，単核細胞の増生，多核巨細胞浸潤および好塩基性細胞質内封入体が観察さ れた.免疫組織化学的検査では

PCV2抗原陽性細胞数が多い症例ほどリンパ節のBリンパ球数が減少する傾向が示された. また， PCV2抗原陽性細胞

数が多い症例ほとず多核巨細胞浸潤，リンパ滅胞壊死等の重篤病変がみられる傾向にあった.

キーワード :Bリンパ球，免疫組織化学的検査，豚サーコウイルス2型，豚離乳後多臓器性発育不良症候群.

豚離乳後多臓器性発育不良症候群 (Postweaning

Multisystemic Wasting Syndrome， PMWS)は豚サー

コウイルス 2型 (PCV2)の感染が関連し，発育不良や

呼吸器症状等を起こす疾病である [1，2J. PMWSは5

-12週齢の子豚に好発 し，顕著な発育不良，呼吸器症

状などを示し，リンパ系組織のリンパ球減少，単核食細

胞にブドウ房状好塩基性細胞質内封入体形成および多核

巨細胞浸潤の特徴病変を示す [3，4J.近年，わが国で

も，その発生は数多く報告 [4-6J されているが，その

病理発生や病態等はいまだ不明な点が多い.いっぽう，

PMWS発症豚にはリンパ系組織の顕著なリンパ球減少

がみられることから，宿主の免疫機能低下との関連が示

唆されている [7-10].そこで，本調査ではPMWS発症

豚における複合感染因子の実態を把握するとともに，免

疫機能低下と PCV2感染との関連を調査するため，リン

パ組織における PCV2抗原数とリンパ球数等との関連に

ついて検討した.

材料およ び 方 法

平成 12-17年の6年間に病理組織学的に PMWSと

診断した 18例の豚を材料として用いた. PMWS発症豚

は11農場由来の50-120日齢，平均83.4日齢であっ

た.

連絡責任者:小島浩一 (栃木県県央家畜保健衛生所)

干321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

日獣会誌 61，621-625 (2008) 

剖検後，主要臓器を 10%中性緩衝ホルマリン液で固

定，パラフイン包埋後薄切Jし，へマトキシリン ・エオジ

ン染色を施して鏡顕した.必要に応じて， Warthin-

starry染色， PAS反応を実施した.またリンパ節につい

ては， PCV2抗原量，B， Tリンパ球数および頼粒球・

単球・組織球数を比較するため，それぞれピオチン化抗

PCV2豚IgG(PMWS野外症例由来ビオチン化豚PCV2

抗体，動物衛生研究所，x 160)，抗ヒトモノクローナ

ルCD79a抗体 (M7051，DAKO， X 640)，抗ヒトポリ

クローナルCD3抗体 (A0452，DAKO， X 160)，抗ヒ

トミエロイド /組織球抗原マウスモノクローナル

(MAC387)抗体 (M0747，DAKO， X 40)を用い，肺

については豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス (PRRSV)

抗原検出のため，兎抗PRRSウイルス血清(動物衛生研

究所， X 8，000)を用い，それぞれ免疫組織学的検査

(IHC)を行った.なお， リンパ節における PCV2抗原

陽性細胞数， CD79a I湯性Bリンパ球数， CD3陽性Tリ

ンパ球数およびMAC387抗体陽性細胞数の計測は，免

疫組織学的染色標本上の 10視野 (X400) を無作為抽

出し，直接顕微鏡下で実施 した.陰性対照には PCV2，

PRRSVおよび豚オーエスキー病陰性の約60日齢の正常

豚2頭の平均値を用いた.病原検索では， 主要臓器をそ

れぞれDHL寒天培地で24時間好気培養， 5%めん羊血

ft 028-689-1274 FAX 028-689-1279 

E-mail: kojimah03@pref.tochigi.lg.jp 
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豚離乳後多臓器性発育不良症候群催患豚の病理組織学的検討

PCV2 CD79a ~~^"H ML  MAI口87CD31場性症例抗原陽陽性Bリ 抗体湯性TリンノT
No性細胞ンパ球数 細胞 数 illi.胞匪球数(個)数(個個 hT.-AA¥II!!IJ 個) 中心

2) 2:tQ" 142:t53 必5:t59 6:t4 

2 4:t6 121:t28 449:t54 13:t2 

3 6:t4 157:t5Q 722:t65 23:t4 

4 7:t4 136:t51 732:t94ω:t 17 

5 8:t4 花:t45 必Q:t71 18:t3 

6 9:t8 115:t28 647:t77 21:t14 

7 13:t9 120:t31 753:t 121 17:t2 

8 15:t6 llQ:t25 690:t96 1l:t7 

9 16:t7 85:t19 ぽわ土方 7:t7 

10 17:t8 96:t19 677:t79 19:t14 

11 22:t 10 87:t24 臼Q:t卯 27:tll

12 26:t14 46:t14 お4:t108 35:t 19 

13 26:t 15 146:t46 日JO:t96 46:t7 

14 34:t21ω:t33 日6土88 1l:t6 

15 4Q:t27 1Q:t6 297:t34 3:t 1 

16 46:t14 43:t12 313:t67 79:t39 

17 5Q:t27 34:t 10 452:t54 12:t 12 

18 79:t22 14:t9 452:t69 179:t26 

PMWS豚のリ ンパ節病変および免疫染色結果表 I

主要臓器の免疫組織学的所見(病変の程度4)グVC2抗原検出)リンパ節の組織病変
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正常豚のCD79a陽性Bリンパ球数。 436:t91側 (n~ 2) 

正常豚のCD3a陽性Tリンパ球数・ 757:t152個 (n ~2)

正常豚のMAC387抗体陽性細胞数 :47:t41個 (n~2) 

2)病変程度+軽度病変， B :<I"等度病変，十ト+ 重度病変病変なし， NT:検査なし
3)抗原検出;1場性細胞数が+ 少量，B 中等量， +B・多量， 検出なし， NT 検査なし
4)主要臓器の病変程度・肝臓ではグリソン鞘周囲の単核細胞浸潤または巣状壊死，牌臓ではリンパ球減少，腎臓では間't'i性腎炎または糸球体腎

炎，心臓では心内膜 ・心外膜炎，肺では気管支肺炎または間質性肺炎 (間質の肥厚含む)，脳では非化膿性脳炎または化膿性髄膜脳炎，腸管は
腺腫様過形成またはバイエル板のリンパ球減少の程度をスコア リングした.

臨床および剖検所見:剖検では ，体表 リンパ節

(12/18)，肺門 リンパ節(13/18) および腸間膜リンパ

節 (9/18) の腫大が観察された.胸腔では肺と胸壁の

線維素性癒着 (5/18)，肺の一部謎色 ・硬化や気管支内

の黄白色化膿性渉出物 (12/18)，腹腔では回腸の肥厚

と粘膜壊死 (4/18)，食道びらん(1/18) がみられた.

病理組織学的検査成績:リンパ節では，リンパi慮、胞に

おけるリンパ球減少が程度の差はあるもの観察され (表

1)，細網細胞の増生 も散見された.同様の病変は牌臓，

扇桃およびパイエル板にも観察された.重症例ではリン

パi慮、胞や傍漉胞領域に多核巨細胞が浸潤し，まれにリン

パi慮、胞壊死や，リンパ櫨胞の萎縮と髄質の拡張が認めら

れた.またリンパ液胞や傍j慮胞領域に増生 した細網細胞

の細 胞質 内に 好塩基性細胞質 内封 入体 が存 在した

(8/18).主要臓器では，肝臓のグリソン鞘に軽度の単核

細胞浸潤 (5/18) や巣状壊死 (2/18)，非化膿性間質性

腎炎 (6/18)，心外膜炎 (2/18)が認められた.肺では

化膿性気管支肺炎(12/18)，間質の肥厚 (5/13)，間質

性肺炎 (8/18) (図 1)および線維素性胸膜炎 (5/18)

i夜寒天培地で 241時間好気 ・嫌気培養 を行い，細菌分離

を試み，必要に応じて直腸便からLawsoniaintracellu-

larisの遺伝子検出を PCR法[l1Jで、行った.

績成

図l 豚NO.12の間質性肺炎.

A:顕著な単核細胞浸潤により肺胞墜肥厚が認められ

る (HE染色 x 100). 

B:細気管支上皮細胞の核内に PCV2陽性抗原 (矢頭)

が認められる(免疫染色 x 400) 

が認められた.その他，腸の陰街上皮の腺腫様過形成

(4/18) ，食道びらん (1/18)，化膿性髄膜脳炎 (3/18)， 

非化膿性脳炎 (2/18) が観察された.

PCV2抗原数とリンパ球数との関係:PMWS発症豚

では CD79a陽性Bリンパ球数が平均90.6個で，正常豚

の440個と比べ著しく減少し，しかも PCV2抗原陽性細

一一一622一一一621 -625 (2008) 61 日獣会誌
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表 2 PMWS恨忠豚におけるPCV2以外の検出病1m体

病原体 症例No. 検出率

PRRSV， Pasteurella問 ultocida， 13 1/18 (5，6%) 
Laω'sonia inlracellularis 

PRRSV， Pasteurella multocida 7 1118 (5.6%) 

PRRSV， Lawsonia intracellulaη泊 15， 18 2118(11.1%) 

PRRSV， Actinobacillus 2， 3， 8 3/1806，7%) 
tleuropneumoniae 

PRRSV， Streptococcus suis 1， 14 2/18(11.1 %) 

PRRSV 4，5，9， 17 4/18(22.2%) 

Lawsonia intracellularis 6 1118 (5，6%) 

Actinobacillusρleurotneumoniae 12， 16 2/18 (11.1 %) 

Streptococcus suis 11 1118 (5，6%) 

Candida属 10 1118 (5.6%) 

検出方法と検出臓器名

免疫染色:PRRSV (lliIi) ， 

菌分離:Pasteurella multocida (JliIi)， 

Actinobacillus tleurotneumoniae (肺)，

Strettococcus suis (肺・脳)， 

病理組織学的検査 La却'soniaintracellularis (糞便)， 

PCR Candida属 (胃)

胞が多い症例ほどCD79a陽性Bリンパ球数が減少傾向

にあった. CD3陽性Tリンパ球数は平均537，2例で，正

常豚の 7501聞に比べ若干の減少傾向にあった.MAC387 

陽性細胞はおもに傍皮質と髄質に分布し，その数は平均

33，1個，3 -1791個悶のt範範I1竜i[囲で

大きかつた(表lυ)• 

PCV2抗原陽性細胞数とリンパ節組織病変との関係:

PCV2抗原は リンパ滅胞や傍滅胞の刺11網細胞の細胞質内

に分布した.リンパ釘jのPCV2抗原陽性細胞数は2-79

個の範囲で、計測され，平均 23，3個であった.リンパ節

病変はPCV2抗原陽性細胞数が多い症例ほど，多核巨細

胞浸潤が重度で，リンパ櫨胞壊死などの重篤な病変が観

察される傾向にあった.しかし，好塩基性細胞質内封入

体は PCV2抗原陽性細胞数とは無関係に観察された (表

1). 

主要臓器の PCV2抗原分布と病変程度との関係:主

要臓器の PCV2抗原は心臓，脳以外の各臓器で観察さ

れ，その頻度は牌臓，肺 (7/18)，腎臓 (6/18)，腸管

(5/18) ，肝臓 (3/18) であった(表1).同抗原は，肝

臓では肝小業内，腎臓では間質に浸潤した単核細胞の細

胞質に，肺では気管支上皮細胞核内および肺胞壁に浸潤

した単核細胞の細胞質内に， )腸管ではバイエル板および

陰筒上皮細胞の核内に分布した.

病原学的検査成績 :PCV2以外の病原体検出成績を表

2にまとめた. PCV2以外に 2つ以上の病原体を検出し

た痕例は 50.0% (9/18) に達した他，PRRSV抗原が

18例中 13例 (72，2)で検出された.細菌では，Acti-

nobacillus Pleuropneumoniae (App) ， Lawsonia intra-

cellularis (Li)， Streptococcus suis， Pasteurella mul-

tocida (Pm)の順の頻度で分離された.また， 1例で

Candida属の感染が雌認された.

考 察

PMWS発症豚では肉眼的な リンパ節腫大と組織学的

にリンパ球減少が共通してみられた.また，過去の報告

[4，7-10Jと同様， PMWS発症豚では免疫抑制状態に

あり，中でも Bリンパ球減少は顕著で、，液性免疫能の低

下が示唆された.PMWS発症豚では，リ ンパ系組織以

外に肝臓，腎臓および肺に病変が観察される [12]. し

かし，肝臓削減および肺の病変と PCV2抗原検出成績

は必ずしも一致しなかったことから，今回の病変形成に

はPCV2以外の二次感染因子も関与していると考えられ

た. PMWS発症)J家では間質世 肺炎が高率に認められる

が [4]，本調査では間質性肺炎は8例，間質の肥厚が5

例で，これら間質の変化を呈した症例では肺から PRRSV

抗原が検出された. PMWS発症豚では PCV2とともに

多種の病原体が関与し複合感染を起こし [13，14J， 

PMWSの発症や増悪には PCV2感染とあわせて他の病

原体の関与が考えられている.実験感染例では PRRSV

やlJ家パルボウイルスとの混合感染でPMWSが再現され，

PMWS発症や病態悪化への関与が指摘されている[15-

18]. 本調査では，パルボウイルスついては検討してい

ないが， PRRSV抗原は)怖から約 72%と高率に検出さ

れ，本県における PMWSの発症と増悪には PRRSVが

大きく関与していると推察された.また，川駕ら [7J

はPCV2増殖と宿主の免疫力低下がPMWS発症に深く

関与していると推察している他，ワ クチン，アジュパン

トによる免疫刺激，密飼飼育 [6Jあるいは子豚の移動

や群編成のようなス トレス因子等の関与も指摘されてお

り.PMWS発症や増悪化には さまざまな要因が意な り

合っている可能性があると思われる.

病原検索では PRRSV，Appおよび:'Pm等の呼吸器病

病原体が数多く検出されたことから，呼吸器病病原体に

対する衛生対策は特に重要であると思われた.下痢例で

は，すべて Liによる増殖性腸炎がみられた.しかし Li

は単独でも腸炎を引き起こすため， PCV2感染の免疫抑

制作用と腸炎の関係は不明である ，PMWS発症豚では

Pneumocystis cariniiなどの 日干[1見感染因子が検出され

ている [12，19Jが，本調査でも，日和見感染と思われ

るCandida属感染による食道びらんが確認された.

免疫組織学的検索結果から PCV2抗原数が多い症例ほ

どリンパ節における組織病変が重篤化する傾向が認めら

れたことから， PCV2増殖がリンパ節における病変形成

に関与している可能性が考えられた.本調査では，リン

パ節病変も含めその他諸臓器の病変の程度にばらつきが

認められた.これは疾病ステージの違いや他病原体によ

る病変修飾およびPCV2に対する個々の免疫応答の違い
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豚離乳後多臓器性発育不良症候群権恩豚の病理組織学的検討

が関係するとも考えられたが，これらを詳細に解明する go M lmmunohistochemical characterization of 

には再現試験や経時的観察等のさらなる研究が必要であ PCV2 associate lesions in lymphoid and non-lym-

る phoidtissues of pigs with natural postweaning multi-

われわれは PCV2抗原と Bリンパ球数， Tリンパ球数

との関係を明 らかにするため，免疫組織学的手法を用い

た形態計測を実施したところ， リンパ節における PCV2

抗原|湯性細胞数が多い症例ほどBリンパ球数の減少傾向

を認めた.このことから， PCV2の増殖がBリンパ球数

低下に関与 している可能性が考えられた.いっぽう， 本

県で発生 した PMWSでは従来の報告 [2，4， 14J同様，

PCV2以外に複数の病原体が関与 しており， 本県の

PMWS発症豚において複合感染の病態悪化に PCV2感

染による免疫機能低下が大きく関与していることが示唆

された.
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Pathological studies were performed on 18 pigs diagnosed with postweaning multisystemic wasting syn-

drome (PMWS) at Tochigi for an investigation of the relationships between porcine circo virus type 2 (PCV2) 

antigen and lymphocyte depletion. Pigs affected with PMWS showed lymphocyte depletion， mononuclear cells 

infiltration， multinucleated giant cells and numerous inclusion bodies in lymphoid tissues. The amount of PCV2 

antigen was correlated positively with the degree of B lymphocyte depletion and lymphoid lesions. 
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drome. 
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