
犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラインフルエン

ザ・犬ボルデテラ感染症（部分精製赤血球凝集素）混合

不活化ワクチン（シード）

平成 年 月 日（告示第 号）新規追加25 5 7 1496

シードロット規格に適合した犬アデノウイルス（２型）及び犬パラインフルエンザウイルスを同規

格に適合した株化細胞で増殖させて得たウイルス液をそれぞれ不活化したものを、シードロット規格

に適合したボルデテラ・ブロンキセプチカの培養菌体から部分精製して得た赤血球凝集素と混合した

ワクチンである。

小分製品の試験1

無菌試験1.1

一般試験法の無菌試験法により試験を行い、これに適合しなければならない。

不活化試験1.2

試験材料1.2.1

試料1.2.1.1

試験品２ を 倍量以上のリン酸緩衝食塩液（以下この項において「 」という （付記mL 100 PBS 。）

１）を用いて２～５℃で一夜以上透析したものを試料とする。

培養細胞1.2.1.2

犬腎継代細胞を用いる。

試験方法1.2.2

試料を 以上の培養細胞２本に１ ずつ接種し、 ℃で１時間吸着させた後、細胞表面25cm mL 372

を で洗浄する。ウイルス増殖用培養液を加え、 ℃で７日間培養後、接種した培養細胞を継PBS 37

37 PBS 0.1vol代し、更に ℃で７日間培養する。培養最終日に、培養液を除き、 で洗浄・調整した

％モルモット赤血球浮遊液を重層し、１時間静置する。その後、細胞表面を で洗浄し、顕微PBS

鏡下で赤血球吸着の有無を確認する。

判定1.2.3

培養細胞に を認めてはならず、かつ、赤血球吸着を認めてはならない。CPE

毒性限度確認試験1.3

、 。 、一般試験法の毒性限度確認試験法１により試験を行い これに適合しなければならない ただし

注射後の体重測定は、５日目とする。

力価試験1.4

犬アデノウイルス（２型）力価試験1.4.1

試験材料1.4.1.1

注射材料1.4.1.1.1

試験品を注射材料とする。

試験動物1.4.1.1.2

約５週齢のラットを用いる。

中和試験用ウイルス1.4.1.1.3

犬アデノウイルス（２型） 株（付記２）又は適当と認められた犬アデノウイルス（２型）を225

用いる。

培養細胞1.4.1.1.4

犬腎継代細胞を用いる。



試験方法1.4.1.2

試験動物５匹を試験群、２匹を対照群とする。

注射材料 を 日間隔で２回、試験群の両後肢筋肉内に半量ずつ注射する。第２回目注射0.5mL 21

56後７日目に試験群及び対照群から採血し、血清を採取する。得られた各個体の血清について、

℃で 分間加温して非働化した後、ウイルス増殖用培養液（付記３）で、２倍階段希釈する。次30

に、各希釈血清と 中 の中和試験用ウイルスを含む液を等量混合し、 ℃で１時0.1mL 200TCID 3750

間処理する。各混合液 ずつを単層形成した培養細胞の４穴ずつに接種し、 ℃で１時間吸0.1mL 37

着させた後、ウイルス増殖用培養液を加える。 ℃で 日間培養し、観察する。37 10

判定1.4.1.3

培養細胞の半数以上の穴に の阻止を認めた血清の最高希釈倍数を中和抗体価とする。試験CPE

群では、 ％以上が中和抗体価８倍以上でなければならない。この場合、対照群では、全て中和80

抗体価２倍以下でなければならない。

犬パラインフルエンザ力価試験1.4.2

試験材料1.4.2.1

注射材料1.4.2.1.1

試験品を注射材料とする。

試験動物1.4.2.1.2

体重約 のモルモットを用いる。300g

中和試験用ウイルス1.4.2.1.3

犬パラインフルエンザウイルス 株（付記４）又は適当と認められた犬パラインフルエンT2/KS4

ザウイルスを用いる。

培養細胞1.4.2.1.4

犬腎継代細胞を用いる。

試験方法1.4.2.2

試験動物５匹を試験群、２匹を対照群とする。

注射材料 を 日間隔で２回、試験群の両後肢筋肉内に半量ずつ注射する。第２回目注射0.5mL 21

56後７日目に試験群及び対照群から採血し、血清を採取する。得られた各個体の血清について、

℃で 分間加温して非働化した後、ウイルス増殖用培養液で、２倍階段希釈する。次に、各希釈30

、 。血清と 中 の中和試験用ウイルスを含む液を等量混合し ℃で１時間処理する0.1mL 200TCID 3750

各混合液 ずつを単層形成した培養細胞の４穴ずつに接種し、 ℃で１時間吸着させた後、0.1mL 37

ウイルス増殖用培養液を加える。 ℃で７日間培養後、各穴の培養液を採取して 穴 底マイク37 96 V

ロプレートの各１穴ずつに μ ずつ分注し、更に で洗浄・調整した ％モルモット赤50 L PBS 0.4vol

血球浮遊液を等量加えた後、１時間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。

判定1.4.2.1.6

培養細胞の半数以上の穴において、赤血球の凝集が抑制された血清の最高希釈倍数を中和抗体価

とする。

試験群では、 ％以上が中和抗体価 倍以上でなければならない。この場合、対照群では、全80 16

て中和抗体価２倍以下でなければならない。

ボルデテラ・ブロンキセプチカ力価試験1.4.3

試験材料1.4.3.1

試験動物1.4.3.1.1

の試験に用いた動物を用いる。1.4.2

赤血球凝集（以下この項において「 」という ）抗原1.4.3.1.2 HA 。

ボルデテラ・ブロンキセプチカ 抗原（付記５）を用いる。HA

試験方法1.4.3.2



の試験で得られた各個体の血清について、 ℃で 分間加温して非働化した後、マイク1.4.2.2 56 30

ロタイター法で赤血球凝集抑制（以下この項において「 」という ）試験を行う。HI 。

、 、 、非働化血清１容に ％カオリン加 ２容及び １容を加え 分間転倒混和した後25w/v PBS PBS 30

PBS 25遠心上清を採取する（４倍希釈血清 。４倍希釈血清を で２倍階段希釈した後、各希釈液）

μ ずつを 穴 底マイクロプレートの２穴以上に分注する。各希釈血清に８単位の 抗原をL 96 V HA

μ ずつ加えて、 ℃で１時間静置する。これに ％グルタールアルデヒド固定牛赤血球25 L 37 0.5vol

（付記６）を μ ずつ加え、 ℃で２時間反応させた後、赤血球の凝集の有無を観察する。50 L 37

判定1.4.3.3

半数以上の穴において、赤血球の凝集が抑制された血清の最高希釈倍数を 抗体価とする。HI

80% HI 16 HI試験群では 以上が 抗体価 倍以上でなければならない この場合 対照群では 全て、 。 、 、

抗体価４倍以下でなければならない。

付記１ リン酸緩衝食塩液

中1,000mL

8.00 g塩化ナトリウム

0.20 g塩化カリウム

1.15 gリン酸水素二ナトリウム（無水）

0.20 gリン酸二水素ナトリウム（無水）

水 残 量

を ～ に調整して、 ℃ 分間高圧滅菌する。pH 7.0 7.4 121 15

付記２ 犬アデノウイルス（２型） 株225

犬腎継代細胞で継代した犬アデノウイルス（２型）で、犬腎継代細胞を用いて測定するとき

のウイルス含有量が 以上のもの。10 TCID /mL5
50

付記３ ウイルス増殖用培養液

中1,000mL

20 mL牛胎子血清

2.95 gトリプトースフォスフェイト・ブロス

イーグル 残 量MEM

炭酸水素ナトリウムで ～ に調整する。pH7.0 7.4

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

付記４ 犬パラインフルエンザウイルス 株T2/KS4

犬腎継代細胞で継代した犬パラインフルエンザウイルスで、犬腎継代細胞を用いて測定する

ときのウイルス含有量が 以上のもの。10 TCID /mL5
50

付記５ ボルデテラ・ブロンキセプチカ 抗原HA

牛赤血球に対して強い凝集活性を有するボルデテラ・ブロンキセプチカⅠ相菌の菌体から遊

離させた赤血球凝集素を濃縮後、 価が約 倍になるように濃度を調整し、保存剤を加えHA 128

たもの。

付記６ ％グルタールアルデヒド固定牛赤血球0.5vol

牛赤血球をグルタールアルデヒドで固定した後、 ％赤血球液となるように濃度を調整10vol

し、使用時に ％ゼラチン加 で ％赤血球液となるように希釈したもの。0.01w/v PBS 0.5vol


