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Abstract
The standard influenza vaccine for chicken cell agglutination (CCA) has been used as a reference 

standard for a potency test of inactivated veterinary influenza virus stock solution in Japan. A 

concentrated standard adjusted to 1,000 CCA/ml has been distributed by the National Institute of 
Infectious Diseases. The National Veterinary Assay Laboratory (NVAL) has been establishing 
standards for veterinary biological products for quality control. We then manufactured a CCA standard 
for veterinary biological products for distribution. Our CCA standard titer was also 1,000 CCA/ml, 
and its stability and efficacy were suitable to be used as the standard. 

要旨 

動物用インフルエンザワクチンの不活化ウイルス原液の力価試験に使用される「標準インフ

ルエンザワクチン（CCA 用）」（CCA 標準品）は国立感染症研究所（感染研）よりウイルス濃度

1,000CCA/ml のものが標準品として配布されている。動物医薬品検査所では動物用生物学的製

剤の品質確保のために用いる標準品の充実と強化を目的として、標準品の確保を業務プロジェ

クトとして取り組んでおり、その一環として、今般動物医薬品検査所が配布する CCA 標準品を

製造した。製造後の安定性試験の結果も良好であり、標準品として十分な安定性と有効性を有

すると考えられた。

緒言 

Chicken Cell Aggulutination(CCA)価測定試験は、動物用インフルエンザワクチンの製造中間工

程における不活化ウイルス原液の力価試験法の一つである。CCA 価測定試験は、鶏赤血球を用

いてワクチンの主要有効成分であるヘマグルチニン（以下「HA」という。）の含量を測定し、
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その力価を算出する。この試験法は、「馬インフルエンザ不活化ワクチン」及び「馬インフルエ

ンザ不活化・日本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合（アジュバント加）ワクチン」、また、「豚

インフルエンザ（アジュバント加）不活化ワクチン」等に適用されている。動物用生物学的製

剤基準（農林水産省 2002）に規定されている CCA 価測定試験法では、検体を試験材料、「標準

インフルエンザワクチン（CCA 用）」（以下「CCA 標準品」という。）を対照試験材料とし、ミ

ラー・スタンレイ変法によって CCA 価を測定することとされている。この CCA 標準品は、国

立感染症研究所（以下「感染研」という。）から配布されている。その 1ml 中に、1,000CCA 単

位を含むが、CCA 価はワクチンの剤形によって大きく変動することが知られており、スプリッ

トワクチンが主流であるヒト用インフルエンザワクチンの力価試験では、現在は CCA 価測定法

ではなく、一元放射免疫拡散法が用いられている。そのため、今後、動物用インフルエンザワ

クチンの製造業者において、CCA 標準品の安定的な入手が困難になることが想定される。

現在、動物医薬品検査所（動薬検）では、業務プロジェクトとして、動物用生物学的製剤の

品質管理に用いる標準品の確保に取り組んでおり、その一環として、動薬検で CCA 標準品を製

造し、動物用インフルエンザワクチンの力価試験のための標準品として配布することとした。

材料及び方法 

1.測定法

測定はミラー・スタンレイ変法（Miller & Stanley 1944）に準じて行った。インフルエンザウ

イルスにより凝集した赤血球の沈降速度は、正常赤血球のみが自然に沈降する速度より速い。

ミラー・スタンレイ変法は、この現象が HA の用量依存的に起こることを利用して、CCA 活性

を測定するものである。即ち、Dulbecco’s Phosphate-buffered saline （Thermo Fisher Scientific, 

Paisley）（以下「DPBS」という。）を用いて、測定に適した濃度に希釈した検体を DPBS で 2 倍

から 8 倍まで 2 倍階段希釈し、これを長さ 75mm、外径 10mm のディスポーザブル培養試験管

（ IWAKI、東京）に分注した。これに濃度を調整した赤血球浮遊液を等量加え、数回転倒混和

したのち、25℃で静置し、静置してから正確に 75 分後の透過率を分光光度計 PD-303S（株式会

社 APEL、埼玉）で波長 540nm で計測した。その値を Miller-Stanley 法計算表と Miller-Stanley
法計算図に当てはめて CCA 価を求めた。

2.CCA 標準品原液

製造用株であるインフルエンザウイルス B/大阪 /2/70 株は、動薬検が北里第一三共ワクチン

株式会社から分与を受け、濃縮不活化ウイルス原液の製造は日生研株式会社へ委託した。平成

26 年 11 月に日生研株式会社より、この濃縮不活化ウイルス原液を受領し、CCA 標準品原液と

した。

3.鶏赤血球

測定に用いた鶏赤血球は、試験の当日 SPF 鶏（日生研株式会社、東京）4 羽から 3.8w/v％ク

エン酸ナトリウム溶液（和光純薬工業株式会社、大阪）を抗凝固剤として採血し、各々に DPBS
を加え、遠心（1,500rpm，10 分，4℃）し、上清を取り除いた。この洗浄操作を 2 回繰り返し

たのち、各鶏から得られた赤血球浮遊液を等量ずつ混合し、10％赤血球浮遊液を調整した。さ

らに、この溶液から 2％赤血球浮遊液を調整した。測定には、この 2％赤血球浮遊液を DPBS
で 4 倍希釈した時の透過率が 16％となるように濃度調整した赤血球浮遊液を用いた。

4.CCA 標準品の製造
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CCA 標準品原液 21.4ml を 5 倍希釈し（希釈ステップ１）、CCA 価を測定したのち、その結果

より最終希釈倍率を算出し、1,000CCA/ml となるように DPBS 及び 10%アジ化ナトリウム（和

光純薬工業株式会社、大阪）を加え（希釈ステップ 2）、再度 CCA 価を測定し、1,000±5% CCA/ml

であることを確認して、標準品として製造した。

成績 

1.予備試験

既存の CCA 標準品である感染研の標準品が、動薬検の測定機器で規定値（1,000CCA/ml）を

示す測定条件を決定すること、及び CCA 標準品は CCA 標準品原液を DPBS で希釈して作製す

るため、1,000±5％CCA/ml となる適正な希釈倍率を求めることを目的に予備試験を行った。

一般的に CCA 価を測定する場合、試験当日に採血した鶏赤血球を用いるため、使用する血球

の影響による変動が考えられる。また、測定する機器によって、光を照射する試験管上の位置

が異なるため、通常は既知の力価をもつ標準品を並立して測定し、その結果により補正して試

験品の CCA 価を求める。しかし、標準品作製の場合は、補正は行わず、試験条件を一定にし、

絶対値でその CCA 価を定める。当所の標準品評定に先立ち、感染研より配布されている CCA

標準品の測定を行ったところ、その絶対値は規定値に満たなかった。これは、感染研と動薬検

では、測定に使用している機器が異なるためであると考えられた。つまり、CCA 価測定では、

2 倍階段希釈した試験品と、濃度を調整した鶏赤血球浮遊液を等量混合したのち、25℃、75 分

間静置後の凝集度を分光光度計を用い、透過率として測定する。この透過率が溶液の HA 量と

正の相関を示すことを利用して力価を測定しているが、光の照射位置（試験管底からの高さ）

が測定機器により異なると、測定される透過率も異なり、結果として異なる CCA 価が得られて

しまう。そこで、試験管は一般的に用いられているものと同じ規格のものを使用していたこと

から、絶対値で規定値が得られる溶液量の検討を行った。一般的には試験品と鶏赤血球浮遊液

それぞれ 1ml ずつを等量混合し、総量を 2ml として測定する（ウイルス実験学総論 1964）が、

動薬検の機器では、670ul ずつ等量混合し、総量 1.34ml とすることで感染研の標準品が規定値

を示すことが明らかになった。そこで、以後の測定はこの溶液量を採用して行った。同時に、

CCA 標準品原液の希釈倍率の検討も行い、その希釈倍率を 5.30 倍と仮設定した。

2.本製造

予備試験結果をふまえて、本製造を行った。実際の製造に要した各溶液の容量は表 1 の通り

であった。標準品製造時の希釈倍率は、当初は 5.30 倍希釈と設定していたが、希釈ステップ 1
の結果を基に変更し、最終希釈倍率は原液の 5.75 倍であった。

3.安定性試験

製造した CCA 標準品のうちの 1 本を安定性試験に供し、安定性試験 0 か月目及び 3 か月目の

CCA 価を測定した。測定は製造時と同様ミラー・スタンレイ変法に準じて行った。標準品の

CCA 価は 1,000±5％CCA/ml の範囲内であり、製造後、3 か月間は安定性に問題はないことを

確認した（表 2）。

考察 

 動物用生物学的製剤の品質確保に必要な標準品の一つである、動物用インフルエンザワクチ

ンの CCA 価測定試験に用いる CCA 標準品の第１ロット目を作製・確保した。暫定的ではある
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が安定性試験の結果も良好であり、標準品として十分な安定性と有用性を有すると判断した。

今後は、安定性試験を引き続き行うとともに、動物用生物学的製剤基準及び動物医薬品検査所

標準製剤等配布規程 (農林省 1970)の一部を改正し、動物用医薬品のための標準品として配布を

始める予定である。
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Stock solution 10%NaN3 Total Final dilution CCA titer

(ml) (ml) (ml) (CCA/ml)

21.4 100.42 1.23 123.05 1：5.75 1,000

Production date

lot #

Table.1 Respective volume for manufacturing of CCA standard (lot No.1) and the CCA titer

DPBS for
dilution (ml)

CCA stadard

Post production CCA titer*
(month)  (CCA/ml)

0 24-Feb-2015 1,010

3 20-May-2015 1,020

*　Satisfactory range：1,000±5%（950-1,050）

Table.2 Stability test of CCA sandard (lot No.1)

Date of test
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