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PRRSVとPCV2の混合感染で何が起こるか？
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PCV2感染の特徴
PCV2の特徴は、増殖に自前のシステムで遺伝子複製が
できないとされています（12）。宿主の細胞の増殖過程でDNA
合成が盛んに行われている時期に間借りして自分の遺伝子
も複製され増殖します。これで、分裂・増殖のさかんな免疫
細胞で増殖が起こりやすいことは合点が行きます。
PCV2を暴露させた豚で経時的に部位別にウイルス検出を
試みると、呼吸器・腸管でまず検出され（上皮細胞で一次増
殖？）、全身の血管、主要臓器、リンパ組織などから検出さ
れるようになります（二次増殖）。特に、リンパ組織の病変が
特徴的で、検出される量が最も多く、PMWS発症豚ではリン
パ球が激減、逆にマクロファージが増加して生き残って細胞
内にたらふくPCV2を食べた状態が観察されます（13）。しかも
消化不良で満腹状態のものばかり。おそらく免疫の司令塔
であるリンパ球が死滅するため、マクロファージも活性化され
ず意気消沈して途方に暮れているのでしょう（「マクロファージ
系では持続感染しているが増殖はほとんど起こっていない」（14）との
報告からそう考察しました）。

これらのことから、PCV2は全身の細胞で増殖しますが特に
リンパ組織、それもリンパ球がお好みと推察されます。
不顕性感染（ワクチン注射後PCV2暴露を含む）では、健全な免
疫応答を示します。すなわち、TNFα（マクロファージ・顆粒球の活
性化）、IL1β（リンパ球・マクロファージ活性化）、IL8（顆粒球など
の刺激）はいずれも感染直後に高値を示すようです （ 1 5 ） 。実際、
PCV2b不顕性感染豚では、オーエスキー病生ワクチンに対して免
疫抑制を起こすようなことはなかったと報告されています（16）。
ところが、PMWS発症豚では全く異なる免疫応答を示します。
TNFα、IL1β、IL8に加えIFNγも（ひっくるめて炎症性サイトカイ
ン）、産生量は不顕性豚に較べると低レベルであり、細胞性免疫抑
制に働くIL10が高値を示したそうです（15）。

簡単に言うと、PCV2感染が不顕性なら免疫応答は正常
で、PMWSを発病した豚では免疫抑制が起こる、と思ってお
けばいいと思います。不顕性感染ならそこそこの中和抗体
応答がある（ワクチンより低いの意） （17）がPMWS発症豚では
低い（18）という報告もあり、これと一致します。
少し脱線しますが、PMWSの診断は、①発育不良の有無、
②リンパ組織のリンパ球減少の程度、③病変部位における
PCV2検出の有無及び量の３つを確認して行われます。３番
目の“量”の目安ですが、血液検査はよく行われており、血
清１mLあたりの遺伝子検出量の豚群の平均値で「107コピー
以上」（19）が発症の目安となっています。そのほか気管107以
上、扁桃106以上、糞便105以上が検査結果に基づいて提案
されています（20）。これらの目安は研究機関で微妙に異なる
ようで、血中で105.5コピー以上を発症の目安とする報告もあ
ります （21） ので検査結果の管理は低めで評価しておいた方
がよいかもしれません。

PRRSV・PCV2混合感染
さて本題の混合感染です。PRRSVとの混合感染の実験は
たくさん報告されています。その多くが同時感染ですが、
PCV2単独感染と較べPRRSV混合感染では「PCV2感染量
が多くなる」「期間も長期化する」 （ 2 2 ） （ 2 3 ） （ 2 4 ） という報告と、
「PCV2感染量は変わらない」（25）（26）という報告があり、混乱し
てしまいます。
感染時期を少しずらした実験では、「PRRSVを先に感染さ

せるとPCV2感染量が多くなる」（27）が、「PCV2を先に感染さ
せた場合はPRRSV感染が軽減された」 （2） だそうです。同時
感染でPCV2増殖を促進する・しない両方の結果があるの
は、もしかしたらPRRSV・PCV2のどちらが先に増えるかで差
が出るのかもしれません。PMWSを発病しないPCV2単独感
染では「健全な免疫応答を示し」（上述）、PCV2先行感染で
活性化された自然免疫によりPRRSV感染が軽減された例が
その根拠です。これにはIFNαの産生増加が関与しているよ
うであり（25）、IFNαを投与した試験でもPRRSV感染・増殖は
軽減される（9）（11）ので間違いないでしょう。
一方、PRRSV感染では、自然免疫応答（炎症性サイトカイ
ン産生）が低レベルであり（3）、IFNα産生量も他のウイルス感
染と較べ極端に少ない（9）ため、PCV2感染初期段階で抑え
込められず、増殖が結果的に促進され発病に至りやすいの
かもしれません。

その他混合感染
MhpとPCV2混合感染（Mhp感染14日後にPCV2暴露）で
も、PCV2感染が重度となり長期化して、PCV2による肺病
変、リンパ組織病変もPCV2単独感染に較べ重度となること
が報告されています（28）。Mhpの場合、感染順の情報はあり
ませんが、肥育期でMhp感染が起こり、ちょうどその頃、
PCV2ワクチン免疫が切れてきてPCV2感染が起こるというタ
イミングがあるとするなら、PCV2感染増悪にMhpだって無視
できない存在、ということになります。かつ、報告のデータで
は全肺病変（マイコプラズマ性もその他の病変も合計したス
コア）が重篤化していますので、肥育期のPRDCにPCV2が
関与するリスクも否定できない、という意味でもあります。
そのほか、豚パルボウイルス（PPV）でもPMWSが再現され
た（29）、との報告がありますので、おそらくPCV2増殖を促進し
ているのでしょう。

最後に
PCV2、PRRSVの研究報告は山ほどあり、現場で有用な情
報はまだまだ眠っているかもしれません。今回、お伝えした
かったのは、PCV2ワクチン注射豚群でPCV2がどういうとき
にリスクとなりうるか、ということだったのですが、ヒントはお伝
えできたと思います。「PCV2は他の病原体感染などで異常
増殖するときに悪さをする可能性が高い」ことは間違いなさ
そうなので、PCV2感染状態を検査しておけば予備軍を含め
“リスク”を把握することになるかもしれません。
PCV2ワクチンは、「PCV2・PRRSV・PPV三点盛りの混合感
染に対して発症抑制効果を発揮する」（30）ので、ワクチンさえ
使用すれば臨床効果は期待できると思います。ただし、
PCV2感染防御能は完全ではなく、ワクチンによっても差が
ありそうで、実際、ワクチン免疫が低下してくると思われる肥
育期でウイルス血症が確認されている例が散見されます。だ
から即だめということではありませんが、ワクチン免疫レベル
が低下してPCV2感染準備状態のときにPRRSV、Mhp、PPV
などに感染し、そこにPCV2が存在するなら、それが臨床リス
クになりうることは銘記しておくべきでしょう。その意味でも、
PCV2のウイルス血症の程度だけでなく、PRDCの原因病原
体を探るための検査も有用かもしれません。
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