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要　約　　92 養豚場の 2010 年の生産成績，豚繁殖・呼吸障害症候群（porcine reproductive and 
respiratory syndrome: PRRS）ウイルス（PRRSV）有無，立地条件を解析した．PRRSV 陽性農場の割
合は 82.6%（76/92）で，陽性群は陰性群に比べ離乳後死亡率が有意に高く（陽性 6.1%，陰性 3.9%：P 
< 0.01），平均 1 日増体重が有意に低かった（陽性 585.1 g，陰性 638.8 g：P < 0.01）．PRRSV 有無に関
するロジスティック回帰分析より，PRRSV 陽性割合は周辺 3 km に他養豚場がある農場で有意に高く（オッ
ズ比 =4.09，95% 信頼区間＝ 1.07，15.70），関東地域で東北以北地域より有意に高かった（オッズ比
=41.80，95% 信頼区間＝ 4.80，363.0）．PRRSV 保有は所在地や近隣農場の存在と関連しており，地域で
の PRRS 対策が重要と考えられた．
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　豚繁殖・呼吸障害症候群 (porcine reproductive and 
respiratory syndrome: PRRS) は世界中の養豚産業に
甚大な経済被害をもたらしている豚疾病のひとつである 

（Zuckermann ら 2007 ; Holtkamp ら 2013）．PRRS
は PRRS ウイルス（PRRSV）感染によって起こり，繁
殖豚群では繁殖障害，肥育豚では呼吸器症状を特徴とする

（Murtaugh ら 2010）．養豚場における PRRS の発生時
には早産の増加，ミイラ胎子の増加，哺乳中死亡率の上昇，
離乳後死亡率の上昇，年間 1 母豚当たり離乳頭数の減少，
分娩率の低下などの症状が観察されることが報告されてお
り（Pejsak と Markowska-Daniel 1997），国内の 6 養
豚場を調査した山根ら（2009a）の調査では，PRRS の
発生によって離乳後死亡率が上昇する場合，流死産が多発
する場合，増体重が減少する場合，あるいはこれらの複合
など，養豚場によって臨床症状が異なることが報告されて
いる．PRRS は米国で 1987 年に初めて報告され，それ
以降，世界各国で発生が報告されている（Albina 1997）．
日本では PRRSV は 1993 年に初めて千葉県から分離さ
れ（Murakami ら 1994 ; Shimizu ら 1994），2006 年
～2007 年の調査において，本病による経済被害は年間
283 億円と試算されている（山根ら 2009b）．

　これまで日本国内では PRRS の症例報告や，ウイルス
学的観点から多数の研究がなされてきた．しかしながら，
農場の疫学情報や，PRRSV 保有状況の生産性への影響に
つ い て 評 価 し た 報 告 は 少 な い． そ こ で 本 研 究 で は，
PRRSV 陽性農場と陰性農場の生産性の差を評価するとと
もに，養豚場の属する所在地域や飼養頭数（常時母豚数），
周辺養豚場の有無の要因と，農場の PRRSV 保有状況と
の関連を検討した．

材料および方法

　1.　対象農場と分析した生産成績
　本研究の実施期間は，2010 年 1 月～12 月である．本
研究を実施するに当たり，一般社団法人日本養豚開業獣医
師協会の獣医師 10 名の顧客養豚場のうち，繁殖豚と肥育
豚を飼育する一貫生産の養豚場 92 戸（22 道県由来）を
対象農場とした．雌種豚としてランドレース種（L）と大
ヨークシャー種（W）の交雑種である LW を飼育してい
る養豚場を中心とし，その他には WL（W 雌豚と L 雄豚
の交雑）などが飼育されていた．雄種豚はデュロック種が
主であった．国内の豚の飼養頭数の分布（農林水産省 
2011）に応じて，これら 92 戸の所在地域を東北以北（北

連絡者 : 石関紗代子 (fax：0277-30-6290，e-mail : ishizeki@svs-jp.com)

14-04-03



石関・石川・足立・山崎・山根

172日畜会報 85 （2）：171-177, 2014

海道，東北地方），関東，西日本（北陸，東海，近畿，中国，
四国地方），九州以南の 4 つの区分に分類した．常時母豚
数は，各群の戸数が均等になるように 3 群（母豚数 ; 
< 225， 226-450， 251 < ）に分けた．
　生産成績の解析にあたっては，各農場の管理獣医師を通
して養豚ベンチマーキングシステム PigINFO（PigINFO 
benchmarking system， National Institute of Animal 
Health， つくば）に提出された 2010 年のデータを用いた．
これらのデータのうち，本研究においては，表 1 の定義
に基づいて各種生産指標を算出した．
　なお，管理獣医師から提出される農場データには生産者
の個人名を記載せず，担当獣医師のみが把握している記号
によって各農場を区別した．本研究における生産者データ
の利活用については，一般社団法人日本養豚開業獣医師協
会と動物衛生研究所の共同研究契約の内容に基づいて行わ
れた．
　2.　農場の PRRSV の保有の有無とその他の疫学情報収集
　対象農場に対し，PRRSV 保有の有無，周辺養豚場（半
径 3 km 以内の他の養豚場）の有無についてアンケート調
査を実施した．周辺養豚場（半径 3 km 以内の他の養豚場）
の有無について，一貫経営の中で繁殖農場と肥育農場が離
れた場所に存在していた場合は，どちらかの農場から
3 km 以内に他の養豚場があれば周辺養豚場有りとして区
分した．アンケートは管理獣医師を通して配布され，農場
主が記入したものを管理獣医師が内容確認した上で，
ファックス，電子メールまたは郵送により全農場から回収

された．
　PRRSV の有無は，それぞれの管理獣医師の指導の下に
2010 年 1 月から 2010 年 12 月までの期間に行われた血
液検査の結果に基づいて報告された．血液検査は年 2 回，
肥育豚（60 日齢，90 日齢，120 日齢，150 日齢）と繁
殖豚群（低産歴，高産歴）のそれぞれのグループからラン
ダムに 3 頭以上を採血する方法を標準とした．PRRSV に
対 す る ELISA 抗 体 検 査（HerdCheck ® PRRS. ELISA 
2XR；IDEXX 社，Westbrook，MA，USA）と PCR 検
査（Kono ら 1996）は各道県の家畜保健衛生所または民
間の検査機関によって実施された．ELISA 抗体検査では
添付の使用説明書に記載されている方法に基づいて求めら
れた S/P 比が 0.4 未満の場合を陰性，0.4 以上の場合を
陽性と判定した . 検査の結果，1 頭でも ELISA 抗体検査
または PCR 検査で陽性と判定された豚がいた農場は
PRRSV 陽性と分類した．検査したすべての豚で ELISA
抗体陰性，且つ，PCR 陰性である養豚場を PRRSV 陰性
と分類した． 
　3.　統計学的分析
　養豚場を前述の定義にしたがって PRRSV 陽性と陰性
の 2 群に分け，表 1 に示した各生産指標について各群の
平均値を比較した（スチューデントの t 検定）．データが
欠損している養豚場は，欠損している項目のデータを分析
対象から除外した．
　続いて農場の PRRSV 保有の有無と，周辺養豚場の有無，
所在地域，常時母豚数との関連を単変量解析に供した 

表 1　農場の生産指標とその算出式の定義

項目 定義

離乳後死亡率 (%)  = 年間の離乳後の肉豚死亡・淘汰頭数÷年間総離乳頭数

哺乳中死亡率 (%) = 1- 年間総離乳頭数÷年間生存子豚数 **

農場枝肉飼料要求率 ( 枝肉 FCR) = 年間総飼料購入量÷年間出荷枝肉重量

平均 1 日増体重 (g)  = {( 年間出荷枝肉重量÷年間出荷頭数 ) ÷ 0.65} ÷ ( 出荷日齢 *) × 1000

分娩率 (%) = 年間総分娩腹数‡÷年間総交配頭数

分娩回転率 = 年間総分娩腹数‡÷常時稼働母豚頭数 †

生存産子数 (/ 腹 ) = 年間生存産子数 ** ÷年間総分娩腹数‡

離乳子豚数 (/ 腹 ) = 年間総離乳頭数÷年間総分娩腹数‡

離乳子豚数 (/ 母豚 / 年 ) = 年間総離乳頭数÷常時稼働母豚頭数†

出荷頭数 (/ 母豚 / 年 ) = 年間出荷頭数÷常時稼働母豚頭数†

出荷枝肉重量 (/ 母豚 / 年 ) (kg) = 年間出荷枝肉重量÷常時稼働母豚頭数†

平均出荷枝肉重量 (kg) = 年間出荷枝肉重量÷年間出荷頭数

* 出荷日齢 ＝ 365 ÷ [{( 年間出荷頭数 )+( 初回交配繁殖豚頭数 )} ÷ {( 平均離乳以降在庫頭数 )+( 平均哺乳子豚在庫
頭数 }]
** 年間生存産子数：ミイラ胎児，黒子，白子などは除く
†常時稼働母豚頭数：毎月末在庫頭数の平均．候補豚は初回交配した以降，母豚とする
‡年間総分娩腹数：流産は含めない
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（フィッシャーの直接確率法）．3 水準以上のカテゴリーが
ある項目間の比較は，2 水準ずつ，2×2 分割表にて水準
間 の 検 定 を 行 っ た． こ れ ら の 単 変 量 解 析 の 結 果，
P < 0.10 となったものについては，変数減少法によるロ
ジスティック回帰分析を行った．モデルのデータへの当て
はまりの評価については赤池の情報基準（AIC）を用い，
AIC が最小となったモデルを最終モデル候補とした．最
終モデル候補に残された変数間の交互作用の影響について
評価し，有意な関連が認められれば交互作用項を含めたも
のを，認められなければ交互作用項を含めないものを最終
モデルとした．
　すべての統計学的解析には統計処理ソフトウェア R（R 
version 2.13.0，The R Foundation  for Statistical 
Computing，Vienna，Austria）を用いた．

結　　　　果

　PRRSV 陽性農場は，92 戸中 76 戸（82.6%）であった．
また，今回の調査対象農場から半径 3 km 以内にある周辺
養豚場の戸数は平均 4.2 戸（範囲 0-27）であった．
　PRRSV 陽性農場と陰性農場の生産指標の平均値と標準
偏差を表 2 に示した．離乳後死亡率は PRRSV 陰性農場
で 3.9% であり，PRRSV 陽性農場の 6.1% と比較して有
意に低かった（P < 0.01）．平均 1 日増体重は，PRRSV
陰性農場では 638.8 g であったのに対し，PRRSV 陽性農
場では 585.1 g と陰性農場で有意に高かった（P < 0.01）．

出荷日齢は，PRRSV 陰性農場では 180.3 日であったの
に対し，PRRSV 陽性農場では 196.9 日となり，陰性農
場で有意に低かった （P < 0.01）．上記以外の生産指標で
は，両群の間に有意差は認められなかった（表 2）．
　農場の PRRSV の陽性・陰性と，周辺 3 km 養豚場の有
無，農場の所在地域，および常時母豚数の関係を表 3 に
示した．周辺養豚場がある農場は，ない農場と比較して
PRRSV が陽性である農場の割合が高かった（P < 0.05）．
所在地域については東北以北地域と比較して，関東地域で
は PRRSV 陽性農場の割合が有意に高かった（P < 0.01）．
一方，常時母豚数で分けたグループ間では，平均値に有意
差が認められなかった（P = 0.06）．これら単変量解析の
結果，P < 0.10 となった周辺養豚場の有無，所在地域と
常時母豚数の 3 変数を説明変数としたロジスティック回
帰分析の結果，周辺養豚場の有無，所在地域の変数がとも
に最終モデルに残された（AIC ＝ 65.5）（表 4）．単変量
解析の結果と同様に，周辺に他の養豚場がある農場は，な
い農場に比べて PRRSV 陽性農場の割合が有意に高く 

（オッズ比（OR）（とその 95% 信頼区間（CI））：4.09（1.07，
15.70))，所在地域については東北以北地域と比較して関
東地域で PRRSV 陽性農場の割合が有意に高かった（OR 

（95%CI）：41.80（4.80，363.0））．なお，所在地域と周
辺養豚場の 2 変数間には有意な関連（交互作用）は認め
られなかった（表 4）．

表 2　PRRS ウイルス保有状況で区分した各生産指標平均値の比較

　 PRRSV　陽性 PRRSV　陰性

項目 n 平均 SD n 平均 SD P 値

常時母豚数 76 695.0 934.8 16 367.0 373.5 0.13

離乳後死亡率 (%) 76 6.1a 3.4 16 3.9b 2.2 < 0.01

哺乳中死亡率 (%) 76 8.1 3.6 16 9.4 3.7 0.22

農場枝肉飼料要求率 ( 枝肉 FCR) 71 5.1 0.4 16 5.1 0.4 0.67

平均 1 日増体重 (g) 68 585.1a 48.1 16 638.8b 48.6 < 0.01

分娩率 (%) 76 85.6 7.9 16 85.0 5.9 0.77

分娩回転率 76 2.3 0.1 16 2.3 0.1 0.45

生存産子数 (/ 腹 ) 76 10.8 0.6 16 11.0 0.8 0.38

離乳子豚数 (/ 腹 ) 76 9.9 0.6 16 9.9 0.6 0.96

離乳子豚数 (/ 母豚 / 年 ) 76 23.2 2.0 16 23.0 2.1 0.72

出荷頭数 (/ 母豚 / 年 ) 76 21.5 2.1 16 22.0 1.7 0.38

出荷枝肉重量 (/ 母豚 / 年 ) (kg) 72 1614.6 169.0 16 1644.5 135.5 0.50

平均出荷枝肉重量 (kg) 72 74.4 2.0 16 74.6 2.8 0.72

出荷日齢 69 196.9a 14.5 16 180.3b 9.1 < 0.01
ab: 異符号間で有意差あり (P < 0.05) 
一部欠損データあり
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考　　　　察 

　 本 研 究 に お け る 養 豚 場 の PRRSV 陽 性 率 は 82.6% 
（76/92）  であった．これは 1992 年 6 月から 1993 年 6
月までの約 1 年間に 55 戸の国内の養豚場で PRRS 抗体
陽性豚が検出された農場の割合が 87.3% であったとする
村上（1994）の報告と類似する結果であった．調査方法
や診断方法などが異なるため，直接的な比較は難しいが，
日本国内における PRRS の浸潤状況は，1993 年と比較
して 2010 年時点であまり変化していない可能性が考えら
れた．
　関東地域は東北以北地域と比較して PRRSV 陽性率が
有意に高かった．一方，東北以北地域（52.0%）と比較
して，西日本地域，九州以南地域の陽性率（それぞれ
87.5%，77.8%）も高い数値であったが，これらの地域
の参加農場数が少なかったために有意差の検出力が落ちた
可能性が考えられた．1992 年 6 月から 1993 年 6 月まで
の PRRS 抗体保有状況を調査した村上（1994）の報告に

よると，55 戸の養豚場のうち PRRSV 陽性率（農場数） 
は東北以北エリアで 68.8%（11/16），関東エリアで
94.7%（18/19），西日本エリアで 100%（10/10），九州
以南エリアで 90.0% （9/10）という結果であった．今回
の調査と比較すると，東北以北で陽性率が低いという点が
今回の報告と類似していた．以上のことより，国内の地域
別の PRRSV の浸潤状況も，1993 年と 2010 年であまり
変化していないことが考えられた．
　生産指標の比較では，PRRSV 陽性農場は陰性農場に比
較して離乳後死亡率が有意に高く，平均 1 日増体重が有
意に低かった．これは，PRRS ウイルスに感染している
肥育豚群では離乳後の死亡率，平均 1 日増体重が悪化す
るという過去の報告と同様の結果であった （Holtkamp 
ら 2013）．また，PRRSV 陽性農場の枝肉飼料要求率は
陰性農場と比較して平均値に有意差は認められなかった．
これは，PRRS ウイルスに感染している肥育豚群を感染
していない対照群と比較して，飼料要求率に有意差が認め
られなかったとする Holtkamp ら（2013）の報告と一致

表 3　農場レベルでの PRRS ウイルス保有状況と，半径 3 km 以内の他の養豚場の有無，農場所在地域および飼養母豚数
との関係

項目 カテゴリー 総農場数 PRRSV 陽性農場数 PRRSV 陰性農場数 陽性率 (%) P 値

周辺養豚場の有無 無 30 20 10 66.7a < 0.05

有 62 56 6 90.3b

所在地域 東北以北 25 13 12 52.0a < 0.01

関東 50 49 1 98.0b

西日本 8 7 1 87.5ab

九州以南 11 7 2 77.8ab

常時母豚数 225 頭以下 31 22 9 71.0a 0.06

226～450 頭 31 29 2 93.5b

451 頭以上 30 25 5 83.3ab

ab: 異符号間で有意差あり (P < 0.05)

表 4　ロジスティック回帰分析によって得られた農場レベルでの PRRSV の保有に関連する項目
とそのオッズ比

項目※ カテゴリー オッズ比 95% 信頼区間 P 値
周辺養豚場の有無 無 1

有 4.09 1.07-15.70 < 0.05

所在地域 東北以北 1

関東 41.80 4.80-363.0 < 0.01

西日本 7.03 0.69-71.70 0.10

九州以南 3.71 0.58-23.80 0.17

AIC:65.5
※半径 3 km 以内の他の養豚場と所在地域に交互作用は無し
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しており，PRRSV 感染によって平均 1 日増体重が悪化す
るとともに，飼料摂取量も低下するため，結果的に飼料要
求 率 が 変 動 し な い こ と が 原 因 と 考 え ら れ た． ま た，
PRRSV 陽性農場では陰性農場に比べて出荷日齢が高かっ
た．PRRSV 陽性農場と陰性農場の平均出荷枝肉重量に有
意差が認められなかったことから，PRRSV 陽性農場では
平均 1 日増体重が低いため飼育期間を延長して適正な出
荷体重に成長するまで飼育していることが推察された．離
乳後死亡率が低いにも関わらず，母豚当たり出荷頭数に両
群の間で差が見られなかった理由として，離乳子豚数が陽
性群の方がやや高かったこと，また陰性群の農場数が比較
的少なかったため，出荷頭数のように分散が大きい指標で
は有意差の検出ができなかった可能性が考えられた．
　Evans ら（2008）は最も近い他の養豚場が半径 3 km
以内にある場合に PRRSV 陽性率が高かったと報告して
おり，本研究では最近接農場の距離を測定することが難し
かったため，過去の Evans ら（2008）の論文における農
場間の距離の基準（2 マイル）を参考に，近接農場の有無
の基準とする半径を 3 km と設定した．その結果，半径
3 ㎞以内に他の養豚場がある農場では，PRRSV 保有状況
が陽性である養豚場の割合が有意に高かった．これは，
Evans ら（2008）の過去の報告と類似した結果であった
が，日本の養豚場は外国に比較してより密集している可能
性があり，諸外国の基準が適切でない可能性も考えられた．
今後の研究においては，最近接農場との距離を測定するこ
とも重要である．また，PRRSV は感染した豚，ウイルス
に汚染された精液，車両，昆虫によって伝播することが明
らかになっており（Wills ら 1997），風によって 9.1 ㎞遠
くまで PRRSV が運ばれるという報告もある（Otake ら 
2010）．以上から，我が国においても，周辺養豚場の存在
など，農場の立地条件は PRRSV の伝播に重要な要因で
あることが考えられた．
　常時母豚数については，250 頭以下の養豚場で PRRSV
陽性率がより低いとした報告がある（Evans ら 2008）．
今回の結果では養豚場の常時母豚数による統計的な有意差
は認められなかったものの，小規模の養豚場で陽性率が低
い傾向があった．また，近隣の養豚場が PRRSV 陽性か
陰性かによっても状況が異なることが想定されるため，周
辺の他の養豚場の位置関係と，PRRS の感染状況を今後
正確に把握する必要がある．
　今回の研究では，血液検査のサンプルを取る時期が必ず
しも同一でなく，検査後に PRRS の感染を受けた農場を
陰性と誤判定する可能性も考えられた．本調査の対象農場
の一部において，PRRS のワクチンの使用状況について
聞き取りを行った．しかしながら，PRRS のワクチンを
調査期間の途中で使用開始あるいは中止している農場があ
り，またワクチンの接種時期や接種回数も多岐に亘るため，
PRRS ワクチンと生産成績との関連を調べることは難し
かった．一方，PRRS ワクチンの使用は PRRS 陽性農場

に限られるため，ワクチン接種によってウイルス陽性と判
定された農場がある可能性は低いと考えられた．また今回
の研究では繁殖豚と肥育豚の抗体保有状況を区別しなかっ
たが，今後の研究においては繁殖豚の抗体陽性率，肥育ス
テージ別の抗体陽性率などについても検討することが望ま
れる．本調査の対象農場のように，管理獣医師が衛生管理
を指導しており，各種生産成績を記録している養豚場は，
比較的衛生意識が高い農場群であると推測される．このよ
うに衛生水準の高い養豚場においても PRRSV が陽性の
場合に生産成績が大きな影響を受けていることから，国内
の他の養豚場においても PRRS により大きな被害を受け
ていることが推察された．
　 本 研 究 の 結 果， 国 内 に お け る PRRSV 陽 性 農 場 は
PRRSV 陰性農場と比較して離乳以降死亡率が有意に高
く，平均 1 日増体重が有意に低かった．また，農場での
PRRSV 陽性率は日本国内の地域間で差があり，周辺の養
豚場の存在によっても PRRSV 陽性率は影響を受ける可
能性が示唆された．したがって PRRS 対策には，ワクチ
ネーションなどによる免疫付与や農場防疫の強化などの農
場内で取り組む課題に加えて，地域の他の生産者と協力し
て取り組んでいくことが重要であると考えられた．今後は
対象の養豚場の数を増やすとともに，その他の飼養管理項
目の聞き取りも含めて継続的に調査を進めていく予定であ
る．
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　　Data were collected from 92 farrow-to-finish farms. The farmers from these farms were clients of 
10 consulting veterinarians who were members of  the Japan Association of Swine Veterinarians. 
Production data of the farm， porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) status and 
location were analyzed. The  rate of PRRSV-positive  farms was 82.6%  (76/92). The post-weaning 
mortality of the PRRSV-negative group was significantly  lower than that of the PRRSV-positive group 
(positive: 6.1%， negative: 3.9%: P < 0.01). The average daily weight gain of the PRRSV-negative group 
was significantly higher  than that of  the PRRSV-positive group (positive: 585.1 g， negative: 638.8 g: 
P < 0.01). Multivariate  logistic regression modeling was used to examine the association between the 
situation  in the farm (location) and PRRSV status. With regard to  location， other pig  farms within a 
3-km  radius  were  significantly  associated  (P < 0.05)  with  PRRSV-positive  status  (Odds  ratio 
(OR) = 4.09， 95% Confidence interval (CI) = 1.07–15.70). The Kanto region was significantly associated 
(P < 0.01) with PRRSV-positive status (OR = 41.8， 95% CI = 4.80–363.0) compared with the northern 
area. Our findings suggest that PRRSV significantly worsens productivity in the farm. In particular， the 
area and presence of other pig farms are associated with PRRSV status. Regional collaboration  is an 
important strategy to control or eliminate PRRSV.
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