
 

豚熱生ワクチン 
 

平成18年３月22日（告示第 349号） 一部改正 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

 

1 定義 

弱毒豚熱ウイルスを培養細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒豚熱ウイルス GPE －株 

2.1.2 性状 

豚精巣初代細胞で増殖するが、END 現象を示さない（Ｅマーカー）。また、30 ℃でのモルモッ

ト腎初代細胞における増殖は、40 ℃での増殖を上回り（Ｔマーカー）、しかも強毒豚熱ウイルスの

増殖を 100 倍以上上回る（Ｇマーカー）。 

原種ウイルスは、別に定める規格に適合しなければならない。 

2.1.3 継代及び保存 

原種ウイルスをモルモット腎初代細胞で１代継代し、これを種ウイルスとする。 

種ウイルスは、原種ウイルスからワクチンの製造ごとに用時調製する。 

種ウイルスは、継代してはならない。 

種ウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

モルモット（付記１）の腎初代細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.3 原液 

2.3.1 種ウイルスの培養 

モルモット腎初代細胞に、１ mL 中 103.0TCID50 以上の原種ウイルスを含有するウイルス増殖用培

養液を加え、30 ℃で培養し、採取した培養液の遠心上清を種ウイルスとする。 

種ウイルスについて、3.1 の試験を行う。 

2.3.2 細胞の培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.2 の試験を行う。 

2.3.3 ウイルスの培養 

種ウイルスを培養細胞に接種し、30 ℃で培養後、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞ごとに採

取した培養液のろ液又は遠心上清を混合して原液とする。 

原液について、3.3 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液に、適当と認められた希釈液を加えて濃度調整し、これに等量の適当と認められた安定剤を

加えて混合し、最終バルクとする。 

希釈液及び安定剤は、ロットごとに調製しなければならない。 

2.5 小分製品 



最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。 

2.5.1 サブロット 

一つの最終バルクに由来し、同一条件で凍結乾燥した小分製品の一群をサブロットとする。

サブロットについて、3.4 の試験を行う。 

2.5.2 ロット 

一つの原液に由来するサブロット群を１ロットとする。

ロットについて、3.5 の試験を行う。 

3 試験法 

3.1 種ウイルスの試験 

3.1.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 迷入ウイルス否定試験 

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2、及び 2.7.1  を準用して試験するとき、

適合しなければならない。 

ただし、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清（付記２）を非働化したものを用いる。 

3.1.3 ウイルス含有量試験 

3.1.3.1 試験材料 

3.1.3.1.1 試料 

検体を細胞増殖用培養液（付記３）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.1.3.1.2 培養細胞 

豚精巣初代細胞又は豚腎継代細胞浮遊液を用いる。 

3.1.3.2 試験方法 

96 穴組織培養用プレートを用いる。試料 0.1mL ずつをそれぞれ１列 10 穴に分注する。各列の２ 

穴には細胞増殖用培養液を 0.1mL  ずつ分注し、対照細胞とする。各穴に細胞増殖用培養液で調整 

した細胞浮遊液を 0.1mL ずつ分注する。37 ℃で５～７日間静置培養後、培養液を除き、洗浄液 

（付記４）で２回洗浄後、固定する。 

固定プレートの各穴に抗体希釈液（付記５）で至適濃度に希釈した抗豚熱ウイルスモノクローナ

ル抗体（付記６）0.05mL ずつを分注し、37 ℃で 60 分間反応させる。 

洗浄液で４回洗浄後、抗体希釈液で至適濃度に希釈したペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫グロ

ブリン 0.05mL ずつを各穴に分注し、37 ℃で 40 ～ 60 分間反応させる。 

洗浄液で４回洗浄後、基質液（付記７）0.1mL を各穴に分注し、常温で 10 ～ 30 分間反応させた

後、2.5mol/L 硫酸 0.05mL ずつを各穴に加え反応を停止させ、各穴の吸光度値を 492/630nm の波長

でそれぞれ測定する。 

3.1.3.3 判定 

対照細胞の平均吸光度値の２倍以上の吸光度値を示す穴を豚熱ウイルス感染細胞とみなし、 

TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 105.0TCID50 以上でなければならない。 

3.2 培養細胞の試験 

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.2.1 培養観察 

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養する。 

対照培養細胞をプールし、４本以上の培養びん及びカバーグラスを入れた４枚以上のシャーレに

継代し、７日間培養し、観察するとき、CPE を認めてはならない。 

3.2.2 赤血球吸着試験 

3.2.1 の試験最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄後、３ 



群に分け、0.1vol ％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分 

間静置後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.2.3 封入体染色試験 

3.2.1 の試験最終日に培養カバーグラスをリン酸緩衝食塩液で洗浄し、固定した後、ギムザ染色し、

封入体の有無を観察するとき、培養細胞に封入体を認めてはならない。 

3.2.4 迷入ウイルス否定試験 

3.2.1 の試験最終日に採取した培養液を試料として、一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 2.3.1. 

1、2.3.1.2、2.3.1.3、2.3.2 及び 2.7.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 迷入ウイルス否定試験 

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法の 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2、2.3.1.4、2.3.2、2.4.2、2.7.1 及び 

2.7.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清を非働化したものを用いる。 

3.3.3 ウイルス含有量試験 

3.1.3 を準用して試験するとき、検体のウイルス含有量は、１ mL 中 104.8TCID50 以上でなければ

ならない。 

3.3.4 マーカー試験 

3.3.4.1 Ｅマーカー試験 

3.3.4.1.1 試験材料 

3.3.4.1.1.1 試料 

検体を試料とする。 

3.3.4.1.1.2 培養細胞 

豚精巣初代細胞浮遊液を用いる。 

3.3.4.1.1.3 ニューカッスル病ウイルス 

TCND 株又は宮寺株を用いる。 

3.3.4.1.2 試験方法 

試料の 0.1mL ずつを小試験管に 0.5mL ずつ分注した細胞 10 本以上に接種し、37 ℃で４日間静置

培養し、単層形成が良好であることを確認する。培養液を除き、ニューカッスル病ウイルスを約 

106.0PFU 含む細胞増殖用培養液 0.5mL ずつを加え、37 ℃で３日間培養する。 

3.3.4.1.3 判定 

培養細胞に、CPE を認めてはならない。 

3.3.4.2 Ｔ及びＧマーカー試験 

3.3.4.2.1 試験材料 

3.3.4.2.1.1 試料 

検体を細胞増殖用培養液１ mL 中 103.0TCID50 を含むように調整したものを試料とする。 

3.3.4.2.1.2 培養細胞 

モルモット腎初代細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.4.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ 20 本以上の培養細胞に接種し、２群に分け、30 ℃及び 40 ℃で６～ 

８日間静置培養する。群ごとに培養液を採取し、混合し、そのウイルス含有量を 3.1.3 

測定する。 

3.3.4.2.3 判定 

を準用して 

30 ℃での増殖は、40 ℃での増殖を上回らなければならず（Ｔマーカー）、30 ℃でのウイルス含 



有量は、１ mL 中 104.5TCID50 以上でなければならない（Ｇマーカー）。 

3.4 サブロットの試験 

3.4.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 ウイルス含有量試験 

3.1.3 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 103.0TCID50 以上で 

なければならない。 

3.5 ロットの試験 

3.5.1 マイコプラズマ否定試験 

試料は、各サブロットから２本ずつを用い、それぞれ等量ずつ混合したものを用い一般試験法の

マイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省

略することができる。 

3.5.2 迷入ウイルス否定試験 

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2 及び 2.3.1.4 を準用して試験するとき、

適合しなければならない。 

ただし、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清を非働化したものを用いる。 

3.5.3 安全試験 

3.5.3.1 試験材料 

3.5.3.1.1 注射材料 

各サブロットから同数の試験品を採取し、溶解用液 20mL 中に 100 頭分が含まれるように溶解し、

混合し、注射材料とする。 

3.5.3.1.2 試験動物 

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。 

3.5.3.2 試験方法 

注射材料 20mL ずつを４頭の試験動物の皮下又は筋肉内に注射し、14 日間観察する。 

3.5.3.3 判定 

観察期間中、異常を認めてはならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年６か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合は、その期間とする。 

 
付記１ モルモット 

モルモットは、パラインフルエンザＩ型ウイルス（HVJ）及び日本脳炎ウイルスの感染がな

く、また、臨床上健康なもの 

 
付記２ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルスで免疫した兎又はやぎの血清で、検体又は試験品のウイルスを完全に中和する 



力価を有するもの 

 

付記３ 細胞増殖用培養液 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス

又はラクトアルブミン水解物 

牛又はやぎ血清 

 

 
2.95 g 

5 g 

0 ～ 100  mL 

イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。 

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用い

る。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記４ 洗浄液 

Ａ液とＢ液を混合したもの 

Ａ液 800mL 中 

塩化ナトリウム

塩化カリウム 

無水リン酸水素二ナトリウム

リン酸二水素カリウム 

8.0   g 

0.2   g 

1.15 g 

0.2   g 

水 残 量 

Ｂ液 200mL 中 

無水塩化カルシウム 

塩化マグネシウム六水和物 

0.1 g 

0.1 g 

水 残 量 

 
付記５ 抗体希釈液 

ハンクス液又は洗浄液に牛血清アルブミン・フラクションＶを 0.5 ～ 1.0w/v ％となるように

溶解したもの 

 
付記６ 抗豚熱ウイルスモノクローナル抗体 

動物医薬品検査所が配布するもの 

 
付記７ 基質液 

0.2 mol/L リン酸－ 0.1mol/L クエン酸緩衝液（pH5.0）50mL に o －フェニレンジアミン二塩

酸塩 25mg 及び過酸化水素（30）0.01mL を加えたもの 

用時調製する。 



豚熱・豚丹毒混合生ワクチン 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

1 定義

弱毒豚熱ウイルスを培養細胞で増殖させて得たウイルス液及び弱毒豚丹毒菌培養菌液を混合し、

凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 豚熱ウイルス株

2.1.1.1 名称

弱毒豚熱ウイルス GPE －株

2.1.1.2 性状

豚精巣初代細胞で増殖するが、END 現象を示さない（Ｅマーカー）。また、30 ℃でのモルモッ

ト腎初代細胞における増殖は、40 ℃での増殖を上回り（Ｔマーカー）、しかも強毒豚熱ウイルスの

増殖を 100 倍以上上回る（Ｇマーカー）。

原種ウイルスは、別に定める規格に適合しなければならない。 

2.1.1.3 継代及び保存

原種ウイルスをモルモット腎初代細胞で１代継代し、これを種ウイルスとする。 

種ウイルスは、原種ウイルスからワクチンの製造ごとに用時調製する。 

種ウイルスは、継代してはならない。 

種ウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

2.1.2 豚丹毒菌株

2.1.2.1 名称

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井 65 － 0.15 株

2.1.2.1 性状

0.02w/v％アクリフラビン加寒天培地で発育する。

原種菌は、別に定める規格に適合しなければならない。 

2.1.2.2 継代及び保存

原種菌を種菌とする。 

原種菌は、継代してはならない。 

原種菌は、凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 豚熱ウイルス

2.2.1.1 培養細胞

モルモット（付記１）の腎初代細胞を用いる。

2.2.1.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.2 豚丹毒菌

2.2.2.1 培地

製造用培地（付記２）又は適当と認められた培地を用いる。 

2.3 原液

2.3.1 豚熱ウイルス原液

2.3.1.1 種ウイルスの培養

モルモット腎初代細胞に、１ mL 中 103.0TCID50 以上の原種ウイルスを含有するウイルス増殖用培

養液を加え、30 ℃で培養し、採取した培養液の遠心上清を種ウイルスとする。



種ウイルスについて、3.1 の試験を行う。

2.3.1.2 細胞の培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.2 の試験を行う。

2.3.1.3 ウイルスの培養

種ウイルスを培養細胞に接種し、30℃で培養後、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞ごとに採取し

た培養液のろ液又は遠心上清を混合して豚熱ウイルス原液とする。 

豚熱ウイルス原液について、3.3 の試験を行う。 

2.3.2 豚丹毒菌原液

2.3.2.1 培養

種菌を培地で溶解した後、培地に接種し、培養したものを豚丹毒菌培養菌液とする。

豚丹毒菌培養菌液について、3.4 の試験を行う。

2.3.2.2 原液の調製

培養菌液を遠心して菌体を採取し、適当と認められた安定剤に浮遊させた菌液を混合して豚丹毒

菌原液とする。 

豚丹毒菌原液について、3.5 の試験を行う。

2.4 最終バルク

豚熱ウイルス原液に、適当と認められた希釈液を加えて濃度調整したもの１容と、豚丹毒菌原液

に適当と認められた安定剤を加えて濃度調整したもの２容とを混合し、最終バルクとする。 

希釈液及び安定剤は、ロットごとに調製しなければならない。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。 

2.5.1 サブロット

一つの最終バルクに由来し、同一条件で凍結乾燥した小分製品の一群をサブロットとする。

サブロットについて、3.6 の試験を行う。

2.5.2 ロット

一つの原液に由来するサブロット群を１ロットとする。

ロットについて、3.7 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 種ウイルスの試験

3.1.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 迷入ウイルス否定試験

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2 及び 2.7.1 を準用して試験するとき、

適合しなければならない。 

ただし、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清（付記３）を非働化したものを用いる。 

3.1.3 ウイルス含有量試験

3.1.3.1 試験材料

3.1.3.1.1 試料

検体を細胞増殖用培養液（付記４）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.1.3.1.2 培養細胞

豚精巣初代又は豚腎継代細胞浮遊液を用いる。 

3.1.3.2 試験方法

96 穴組織培養用プレートを用いる。試料 0.1mL ずつをそれぞれ１列 10 穴に分注する。各列の２



穴には細胞増殖用培養液を 0.1mL ずつ分注し、対照細胞とする。各穴に細胞増殖用培養液で調整

した細胞浮遊液を 0.1mL ずつ分注する。37 ℃で５～７日間静置培養後、培養液を除き、洗浄液

（付記５）で２回洗浄後、固定する。 

固定プレートの各穴に抗体希釈液（付記６）で至適濃度に希釈した抗豚熱ウイルスモノクローナ

ル抗体（付記７）0.05mL ずつを分注し、37 ℃で 60 分間反応させる。

洗浄液で４回洗浄後、抗体希釈液で至適濃度に希釈したペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫グロ

ブリン 0.05mL ずつを各穴に分注し、37 ℃で 40 ～ 60 分間反応させる。

洗浄液で４回洗浄後、基質液（付記８）0.1mL を各穴に分注し、常温で 10 ～ 30 分間反応させた

後、2.5mol/L 硫酸 0.05mL ずつを各穴に加えて反応を停止させ、各穴の吸光度値を 492/630nm の波

長でそれぞれ測定する。 

3.1.3.3 判定

対照細胞の平均吸光度値の２倍以上の吸光度値を示す穴を豚熱ウイルス感染細胞とみなし、 

TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 105.0TCID50 以上でなければならない。

3.2 培養細胞の試験

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.2.1 培養観察

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養する。 

対照培養細胞をプールし、４本以上の培養びん及びカバーグラスを入れた４枚以上のシャーレに

継代し、７日間培養し、観察するとき、CPE を認めてはならない。

3.2.2 赤血球吸着試験

3.2.1 の試験最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄後、３

群に分け、0.1vol％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分間

静置後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.2.3 封入体染色試験

3.2.1 の試験最終日に培養カバーグラスをリン酸緩衝食塩液で洗浄し、固定した後、ギムザ染色し、

封入体の有無を観察するとき、培養細胞に封入体を認めてはならない。 

3.2.4 迷入ウイルス否定試験

3.2.1 の試験最終日に採取した培養液を試料として、一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 2.3.1. 

1、2.3.1.2、2.3.1.3 及び 2.7.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.3 豚熱ウイルス原液の試験

3.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 迷入ウイルス否定試験

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法の 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2、2.3.1.4、2.3.2、2.4.2、2.7.1 及び

2.7.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

ただし、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清を非働化したものを用いる。 

3.3.3 ウイルス含有量試験

3.1.3 を準用して試験するとき、検体のウイルス含有量は、１ mL 中 104.8TCID50 以上でなければ

ならない。 

3.3.4 マーカー試験

3.3.4.1 Ｅマーカー試験

3.3.4.1.1 試験材料

3.3.4.1.1.1 試料

検体を試料とする。 



3.3.4.1.1.2 培養細胞

豚精巣初代細胞浮遊液を用いる。 

3.3.4.1.1.3 ニューカッスル病ウイルス

TCND 株又は宮寺株を用いる。

3.3.4.1.2 試験方法

試料 0.1mL ずつを小試験管に 0.5mL ずつ分注した細胞 10 本以上に接種し、37 ℃で４日間静置培

養し、単層形成が良好であることを確認する。培養液を除き、ニューカッスル病ウイルスを約 106.0
 

PFU を含む細胞増殖用培養液 0.5mL ずつを加え、37 ℃で３日間培養する。

3.3.4.1.3 判定

培養細胞に CPE を認めてはならない。

3.3.4.2 Ｔ及びＧマーカー試験

3.3.4.2.1 試験材料

3.3.4.2.1.1 試料

検体を細胞増殖用培養液１ mL 中 10 ３.０ TCID50 を含むように調整したものを試料とする。

3.3.4.2.1.2 培養細胞

モルモット腎初代細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用いる。

3.3.4.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつをそれぞれ 20 本以上の培養細胞に接種し、２群に分け、30 ℃及び 40 ℃で６～

８日間静置培養する。群ごとに培養液を採取し、混合し、そのウイルス含有量を

測定する。 

3.3.4.2.3 判定

3.1.3  を準用して

30 ℃での増殖は、40 ℃での増殖を上回らなければならず（Ｔマーカー）、30 ℃でのウイルス含

有量は、１ mL 中 10 ４.５ TCID50 以上でなければならない（Ｇマーカー）。

3.4 豚丹毒菌培養菌液の試験

3.4.1 夾雑菌否定試験

3.4.1.1 液状チオグリコール酸培地培養法

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、豚丹毒菌以外の菌の発育を認めてはならない。 

3.4.1.2 普通寒天培地斜面培養法

3.4.1.2.1 培地

斜面の普通寒天培地を用いる。 

3.4.1.2.2 試験方法

検体 0.5mL ずつを普通寒天培地の４本の斜面部に接種し、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.4.1.2.3 判定

豚丹毒菌以外の菌の発育を認めてはならない。 

3.5 豚丹毒菌原液の試験

3.5.1 夾雑菌否定試験

3.4.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.5.2 生菌数試験

3.5.2.1 試験材料

3.5.2.1.1 試料

検体を普通ブイヨン培地又は適当と認められた培地で

とする。 

3.5.2.1.2 培地

普通寒天培地又は適当と認められた培地を用いる。 

3.5.2.2 試験方法

10  倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料



試料１ mL ずつを平板混釈培養法により培地２枚以上に接種し、37 ℃で 48 時間培養後、生じた

豚丹毒菌の集落数を数える。 

3.5.2.3 判定

各段階の希釈液ごとの集落数の平均値、希釈倍数及び培地への接種量から生菌数を算出する。

検体の生菌数は、１ mL 中１× 109 個以上でなければならない。

3.6 サブロットの試験

3.6.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 夾雑菌否定試験

3.4.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.6.5 豚熱ウイルス含有量試験

3.1.3  を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 103.0TCID50 以上でな

ければならない。 

ただし、試料は遠心した上清を用いる。 

3.6.6 生菌数試験

3.5.2 を準用して試験するとき、試験品の生菌数は、１頭分当たり 1 × 108 個以上でなければなら

ない。 

3.7 ロットの試験

3.7.1 マイコプラズマ否定試験

試料は、各サブロットから２本ずつを用い、それぞれ等量ずつ混合したものを用い一般試験法の

マイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省

略することができる。 

3.7.2 迷入ウイルス否定試験

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2 及び 2.3.1.4 を準用して試験するとき、

適合しなければならない。 

ただし、試料は遠心した上清を用いる。また、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清を非働化した

ものを用いる。 

3.7.3 豚丹毒菌同定試験

3.7.3.1 試験材料

試験品及び 0.02w/v％アクリフラビン加寒天培地を用いる。

3.7.3.2 試験方法

試験品 0.1mL を 0.02w/v％アクリフラビン加寒天培地２枚以上に接種し、培地表面に拡散させて、

37 ℃で 48 時間培養し、観察する。

3.7.3.3 判定

豚丹毒菌の発育が認められなければならない。 

3.7.4 安全試験

3.7.4.1 豚注射試験

3.7.4.1.1 試験材料



3.7.4.1.1.1 注射材料

各サブロットから同数の試験品を採取し、溶解用液 20mL 中に 100 頭分のワクチンが含まれるよ

うに溶解し、混合し、注射材料とする。 

3.7.4.1.1.2 試験動物

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。

3.7.4.1.2 試験方法

注射材料 20mL ずつを４頭の試験動物の皮下に注射し、14 日間観察する。ワクチン注射時、試

験動物の体重１ kg 当たり、50,000 単位のペニシリンを筋肉内に注射する。

3.7.4.1.3 判定

観察期間中、試験動物に異常を認めてはならない。 

3.7.4.2 マウス注射試験

3.7.4.2.1 試験材料

3.7.4.2.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.7.4.2.1.2 試験動物

４週齢のマウスを用いる。 

3.7.4.2.2 試験方法

試験動物 10 匹を試験群、５匹を対照群とする。

注射材料 0.1mL ずつを試験群の内股部皮下に注射し、対照群とともに 10 日間生死を観察する。

3.7.4.2.3 判定

すべての試験動物が生存しなければならない。 

3.7.5 毒力試験

3.7.5.1 試験動物

3.7.4.2 の試験に用いた動物を用いる。

3.7.5.2 試験方法

3.7.4.2 の試験の観察期間中、関節炎の発生の有無を検査する。

3.7.5.3 判定

試験群の 80 ％以上に関節炎が認められなければならない。この場合、対照群すべてに関節炎が

認められてはならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年６か月間とする。 

付記１ モルモット 

モルモットは、パラインフルエンザＩ型ウイルス（HVJ）及び日本脳炎ウイルスの感染がな

く、また、臨床上健康なもの 

付記２ 製造用培地 

1,000mL 中

ペプトン 20.0   g 

塩化ナトリウム 5.0   g 

ポリソルベート 80 1.0 mL

肉水 残 量 

pH を 7.8 ～ 8.0 に調整し、121 ℃で 15 分間高圧滅菌する。

付記３ 抗豚熱ウイルス血清 



豚熱ウイルスで免疫した兎又はやぎの血清で、検体又は試験品のウイルスを完全に中和する

力価を有するもの 

付記４ 細胞増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

又はラクトアルブミン水解物 5 g 

牛又はやぎ血清 50 ～ 100  mL 

イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用い

る。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記５ 洗浄液 

Ａ液とＢ液を混合したもの 

Ａ液 800mL 中

塩化ナトリウム 8.0   g 

塩化カリウム 0.2   g 

無水リン酸水素二ナトリウム 1.15 g 

リン酸二水素カリウム 0.2   g 

水 残 量 

Ｂ液 200mL 中

無水塩化カルシウム 0.1   g 

塩化マグネシウム六水和物 0.1   g 

水 残 量 

付記６ 抗体希釈液 

ハンクス液又は細胞増殖用培養液に牛血清アルブミン・フラクションＶを 0.5 ～ 1.0w/v％と

なるように溶解したもの 

付記７ 抗豚熱ウイルスモノクローナル抗体 

動物医薬品検査所が配布するもの 

付記８ 基質液 

0.2mol/L リン酸－ 0.1mol/L クエン酸緩衝液（pH5.0）50mL に o －フェニレンジアミン二塩

酸塩 25mg 及び過酸化水素（30）0.01mL を加えたもの

用時調製する。 



日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン 

（シード）

平成２４年８月１０日(告示第２００４号)新規追加 

令和 ２年２月 ５日(告示第 ２３１号)一部改正 

1 定義

シードロット規格に適合した日本脳炎ウイルス及びゲタウイルスをそれぞれ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不活化し、混合したワクチンである。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 日本脳炎ウイルス

2.1.1.1 名称

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又はこれと同等と認められた株 

2.1.1.2 性状

マウスの脳内に注射すると、死亡する。豚腎初代細胞で増殖し、がちょう、鶏初生ひな及びはと

の赤血球を凝集する。 

2.1.1.3 マスターシードウイルス

2.1.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、MPK-Ⅲ aC1  細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続

した工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。

2.1.1.4 ワーキングシードウイルス

2.1.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、MPK-Ⅲ
する。 

aC1  細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.1.5 プロダクションシードウイルス

2.1.1.5.1 増殖及び保存

プロダクションシードウイルスは、MPK-Ⅲ aC1 

る。 

細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 

以下で保存する。 

70  ℃以下又は凍結乾燥して５℃

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.1.2 ゲタウイルス

2.1.2.1 名称

ゲタウイルス MI-110 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2.2 性状

馬の皮下、筋肉内又は鼻腔内に接種すると、発熱及び浮腫等の症状を示す。 

馬、牛、豚及びサル由来の培養細胞で CPE を伴って増殖し、がちょう赤血球を凝集する。



2.1.2.3 マスターシードウイルス

2.1.2.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工程

により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。

2.1.2.4 ワーキングシードウイルス

2.1.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.2.5 プロダクションシードウイルス

2.1.2.5.1 増殖及び保存

プロダクションシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 

以下で保存する。 

70  ℃以下又は凍結乾燥して５℃

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.2 製造用材料

2.2.1 日本脳炎ウイルス

2.2.1.1 培養細胞

MPK-Ⅲ aC1 細胞又は製造に適当と認められた培養細胞を用いる。

2.2.1.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.1.3 マスターセルシード

2.2.1.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.1.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付して、凍結して－ 70 ℃以下

で保存する。 

マスターセルシードについて 3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければな

らない。 

2.2.1.4 ワーキングセルシード

2.2.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.1.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.1.5 プロダクションセルシード

2.2.1.5.1 増殖及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.1.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。



2.2.2 ゲタウイルス

2.2.2.1 培養細胞

2.2.2.1.1 マスターシードウイルス、ワーキングシードウイルス及びプロダクションシードウイルスの

増殖、継代及び保存に用いる細胞 

Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞を用いる。

2.2.2.1.2 原液の製造に用いる細胞

EFD-C1 細胞又は製造に適当と認められた培養細胞を用いる。

2.2.2.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.2.3 マスターセルシード

2.2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付して、凍結して－ 70 ℃以下

で保存する。 

マスターセルシードについて 3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければな

らない。 

2.2.2.4 ワーキングセルシード

2.2.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.2.5 プロダクションセルシード

2.2.2.5.1 増殖及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.3 原液

2.3.1 日本脳炎ウイルス原液

2.3.1.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 

2.3.1.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.1.1 の培養細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養

細胞ごとに採取した培養液の遠心上清をウイルス浮遊液とする。 

ウイルス浮遊液について、3.3 の試験を行う。

2.3.1.3 不活化

ウイルス浮遊液にホルマリン又は適当と認められた不活化剤を加えて不活化し、不活化ウイルス

液とする。 

不活化ウイルス液について、3.4 の試験を行う。

2.3.1.4 原液の調製

不活化ウイルス液を混合し、日本脳炎ウイルス原液とする。

原液について、3.5 の試験を行う。

2.3.2 ゲタウイルス原液



2.3.2.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 

2.3.2.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.2.1 の培養細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養

細胞ごとに採取した培養液を濃縮したものを浮遊液とする。 

浮遊液について、3.3 の試験を行う。

2.3.2.3 不活化

浮遊液にホルマリン又は適当と認められた不活化剤を加えて不活化し、不活化ウイルス液とする。

不活化ウイルス液について、3.4 の試験を行う。

2.3.2.4 原液の調製

不活化ウイルス液を混合し、ゲタウイルス原液とする。

原液について、3.5 の試験を行う。

2.4 最終バルク

日本脳炎ウイルス原液とゲタウイルス原液を混合し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。

小分製品について、3.6 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 製造用株の試験

3.1.1 マスターシードウイルスの試験

3.1.1.1 同定試験

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験法

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚由来細胞を用いる場合には馬伝染性貧血ウイルス及び豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについ 

て、サル由来細胞を用いる場合には馬伝染性貧血ウイルス及び内在性レトロウイルス（C、D   タイ

プ粒子）について、馬由来細胞を用いる場合には馬伝染性貧血ウイルスについて、一般試験法の外

来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験

豚由来細胞を用いる場合には、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウ

イルス、ロタウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の

1.1、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

サル由来細胞又は馬由来細胞を用いる場合には、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、日本脳炎

ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.5  及び

3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験



3.1.2.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験

3.1.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験

3.2.1 マスターセルシードの試験

3.2.1.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.2 起源動物種同定試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験法

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚由来細胞を用いる場合には馬伝染性貧血ウイルス及び豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについ 

て、サル由来細胞を用いる場合には馬伝染性貧血ウイルス及び内在性レトロウイルス（C、D   タイ

プ粒子）について、馬由来細胞を用いる場合には馬伝染性貧血ウイルスについて、一般試験法の外

来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験

豚由来細胞を用いる場合には、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウ

イルス、ロタウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の

1.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

サル由来細胞又は馬由来細胞を用いる場合には、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、日本脳炎

ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.5  及び

3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 ワーキングセルシードの試験

3.2.2.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 



3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験

3.2.3.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.3.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 ウイルス浮遊液の試験 

3.3.1 ウイルス含有量試験

3.3.1.1 日本脳炎ウイルス

3.3.1.1.1 試験材料

3.3.1.1.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.1.1.1.2 培養細胞

初代ハムスター腎細胞又は適当と認められた培養細胞を小試験管又は

に培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.1.1.2 試験方法

48  穴のマイクロプレート

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本又は４穴以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させ

た後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.3.1.1.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

    検体のウイルス含有量は、１mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。

3.3.1.2 ゲタウイルス

3.3.1.2.1 試験材料

3.3.1.2.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.1.2.1.2 培養細胞

Vero  T 
用いる。 

細胞を小試験管又は 48 穴のマイクロプレートに１～２日間培養し、単層となったものを

3.3.1.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつを、それぞれ４本又は４穴以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた

後、ウイルス増殖用培養液を 0.5mL ずつ加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.3.1.2.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。 

3.4 不活化ウイルス液の試験

3.4.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 不活化試験

3.4.2.1 日本脳炎ウイルス

3.4.2.1.1 試験材料

3.4.2.1.1.1 注射材料

検体を注射材料とする。 



3.4.2.1.1.2 試験動物

３週齢のマウスを用いる。 

3.4.2.1.2 試験方法

注射材料 0.03mL を 10 匹の試験動物の脳内に注射し、14 日間観察する。

3.4.2.1.3 判定

脳炎症状を示して死亡した試験動物を認めない場合、活性ウイルス陰性と判定する。

検体に活性ウイルスを認めてはならない。 

3.4.2.2 ゲタウイルス

3.4.2.2.1 試験材料

3.4.2.2.1.1 試料

検体５ mL を、100 倍量以上のリン酸緩衝食塩液を用いて２～５℃で１夜透析し、不活化剤を除

去したものを試料とする。 

3.4.2.2.1.2 培養細胞

Vero T 細胞を培養瓶に２～３日間培養し、単層となったものを用いる。

3.4.2.2.2 試験方法

試料の５ mL を１ mL につき３ cm2 以上の Vero T 細胞に接種し、37 ℃で 90 分間吸着させた後、

試料を抜き取り、ウイルス増殖用培養液を加え、37 ℃で 10 日間培養し、観察する。

観察最終日に培養液を小試験管４本以上に 0.5mL ずつ採取し、これに等量の牛血清アルブミン加

ホウ酸緩衝食塩液（付記２）を加え、この混合液に、VAD6.2 液（付記３)で洗浄調整した 0.33vol
％のがちょう赤血球浮遊液を 1.0mL ずつ加え、常温で 60 分間静置した後、赤血球凝集の有無を観

察する。

3.4.2.2.3 判定

培養細胞に CPE を認めず、培養液にがちょう赤血球の凝集を認めない場合、活性ウイルス陰性と

判定する。 

検体に活性ウイルスを認めてはならない。 

3.5 原液の試験

3.5.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6 小分製品の試験

3.6.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する均質な懸濁液でなければ

ならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 pH 測定試験

一般試験法の pH 測定試験法を準用して試験するとき、pH は、固有の値を示さなければならない。

3.6.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 ホルマリン定量試験

一般試験法のホルマリン定量法を準用して試験するとき、ホルマリンの含有量は、0.1vol ％以下

でなければならない。 

3.6.5 たん白窒素定量試験

一般試験法のたん白窒素定量法を準用して試験するとき、たん白窒素含有量は、１ 

g 以下でなければならない。

3.6.6 異常毒性否定試験

mL 中 200 μ

一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.7 力価試験



3.6.7.1 日本脳炎力価試験

3.6.7.1.1 試験材料

3.6.7.1.1.1 注射材料

試験品をリン酸緩衝食塩液で４倍に希釈したものを注射材料とする。 

3.6.7.1.1.2 試験動物

２～３週齢のマウスを用いる。 

3.6.7.1.2 攻撃ウイルス

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株（付記４）を用いる。 

3.6.7.1.3 試験方法

試験動物 30 匹を試験群、60 匹を対照群とする。

試験第１日目及び第４日目に、注射材料 0.1mL ずつを試験群の腹腔内に注射する。試験第８日目

に、試験群及び対照群のそれぞれ 30 匹に攻撃ウイルス 0.2mL ずつを腹腔内に注射する。さらに、

対照群 30 匹を 10 匹ずつ３群に分け、各群に攻撃ウイルスを 10 倍、100 倍及び 1,000 倍に希釈した

ものを 0.2mL ずつ腹腔内に注射する。試験群及び対照群について、14 日間観察する。

3.6.7.1.4 判定

脳炎症状を示して死亡した動物数から各群の死亡率及び攻撃ウイルスの LD50 を算出する。この

場合、生存しているものの脳炎症状を示している動物は、死亡した動物とみなして計算する。 

試験群の耐過率は、40 ％以上でなければならない。この場合、攻撃ウイルスを注射した対照群の

死亡率は 90 ％以上であり、かつ、攻撃ウイルスのウイルス量は、0.2mL 中 103LD50 以下でなければ

ならない。 

3.6.7.2 ゲタウイルス感染症力価試験

3.6.7.2.1 試験材料

3.6.7.2.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.6.7.2.1.2 試験動物

約６週齢のハムスターを用いる。 

3.6.7.2.1.3 培養細胞

Vero T 細胞を小試験管又は 48 穴のマイクロプレートに培養し、単層となったものを用いる。

3.6.7.2.1.4 中和試験用ウイルス

Vero 細胞で増殖させたゲタウイルス AMM-2021 株を用いる。

3.6.7.2.2 試験方法

試験動物 10 匹を試験群、２匹を対照群とする。注射材料１ mL ずつを試験群の皮下に注射し、注

射後 21 日目に得られた各個体の血清について中和試験を行う。

試験群及び対照群の血清は、それぞれ２匹分ずつ等量混合し、非働化する。非働化血清をウイル

ス増殖用培養液で２倍階段希釈する。各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID50 の中和試験用ウイルス液

とを等量混合し、37 ℃で 60 分間処理する。各混合液 0.1mL ずつを、それぞれ４本又は４穴の培養

細胞に接種し、37 ℃で 90 分間静置した後、ウイルス増殖用培養液を 0.5mL ずつ加え、37 ℃で７日

間培養し、観察する。

3.6.7.2.3 判定

培養試験管又はマイクロプレートの２本又は２穴以上に CPE 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。抗体価２倍以上を中和抗体陽性と判定する。 

試験群の血清の 80 ％以上が中和抗体陽性でなければならない。この場合、対照群では、２倍未

満でなければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後２年６か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期 



間とする。 

付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス

牛又はやぎ血清

イーグル MEM

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

2.95 g 
10 ～ 20 mL 

残 量 

牛又はやぎ血清は、日本脳炎ウイルス及びゲタウイルスに対する中和抗体陰性のもので、56 

℃で 30  分間非働化したものを用いる。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記２ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液 

1,000mL 中

塩化ナトリウム

ホウ酸

水酸化ナトリウム

牛血清アルブミン

ゼラチン 

7.01 g 

3.09 g 

0.96 g 

4.0 g 

0.01 g 
精製水 残 量 

牛血清アルブミンを最終濃度が 0.4w/v ％になるように加えた後、水酸化ナトリウム液で pH 

を 9.0 に調整する。

付記３ VAD6.2 液

1,000mL 中

塩化ナトリウム 

リン酸水素二ナトリウム十二水和物

リン酸二水素ナトリウム二水和物 

20.45 g 

20.06 g 

22.47 g 
精製水 残 量 

牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液と等量混合して pH6.2 に調整する。

付記４ 攻撃ウイルス 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株を生後３～４週齢のマウスに脳内接

種し、発症極期に採脳し、リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で 10 倍乳剤とする。

これを遠心した上清を攻撃ウイルスとし、原液又は必要に応じて希釈した原液を攻撃に用い 

る。 



 

豚熱生ワクチン（シード） 

 
平成23年５月11日(告示第 939号)新規追加 

令和２年２月５日(告示第 231号)一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒豚熱ウイルスを同規格に適合したモルモット腎初代細胞で増殖

させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒豚熱ウイルス GPE －株 

2.1.2 性状 

豚精巣初代細胞で増殖するが、END 現象を示さない（Ｅマーカー）。また、30 ℃でのモルモッ

ト腎初代細胞における増殖は、40 ℃での増殖を上回り（Ｔマーカー）、しかも、強毒豚熱ウイルス

の増殖を 100 倍以上上回る（Ｇマーカー）。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.15 に適合したモルモット腎初代細胞で増殖させ、

連続した工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.15 に適合したモルモット腎初代細胞で増殖及

び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.15 に適合したモルモット腎初代細胞で増

殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

SPF 動物規格の 2.15 に適合したモルモット腎初代細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード) 



2.2.3.1 増殖、継代及び保存 

マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード)は、2.2.2 の培養液で

増殖し、継代及び保存しない。 

マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード)について、3.2 の試

験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の個体別培養細胞に異

常を認めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.3 の試験を行う。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞に接種し、30 ℃で培養後、ウイルスの増殖極期に

個体別培養細胞ごとに採取した培養液のろ液又はその遠心上清を混合して原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液に、適当と認められた希釈液を加えて濃度調整し、これに等量の適当と認められた安定剤を

加えて混合し、最終バルクとする。 

希釈液及び安定剤は、ロットごとに調製しなければならない。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。 

2.5.1 サブロット 

一つの最終バルクに由来し、同一条件で凍結乾燥した小分製品の一群をサブロットとする。

サブロットについて、3.5 の試験を行う。 

2.5.2 ロット 

一つの原液に由来するサブロット群を１ロットとする。

ロットについて、3.6 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1.1 又は 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルスについて、一般試験法の外

来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 



豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス及び

狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験の 1.1、3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 

を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法によって試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法によって試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法によって試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.8 マーカー試験 

3.1.1.8.1 Ｅマーカー試験 

3.1.1.8.1.1 試験材料 

3.1.1.8.1.1.1 試料 

検体を試料とする。 

3.1.1.8.1.1.2 培養細胞 

豚精巣初代細胞浮遊液を用いる。 

3.1.1.8.1.1.3 ニューカッスル病ウイルス 

TCND 株又は宮寺株を用いる。 

3.1.1.8.1.2 試験方法 

試料の 0.1mL ずつを、小試験管に 0.5mL ずつ分注した細胞 10 本以上に接種し、37 ℃で４日間静

置培養し、単層形成が良好であることを確認する。培養液を除き、ニューカッスル病ウイルスを約 

106.0PFU 含む細胞増殖用培養液１（付記１）を 0.5mL ずつ加え、37 ℃で３日間培養する。 

3.1.1.8.1.3 判定 

培養細胞に、CPE を認めてはならない。 

3.1.1.8.2 Ｔ及びＧマーカー試験 

3.1.1.8.2.1 試験材料 

3.1.1.8.2.1.1 試料 

検体を細胞増殖用培養液１で希釈し、１ mL 中 103.0TCID50 を含むように調整したものを試料とす

る。 

3.1.1.8.2.1.2 培養細胞 

モルモット腎初代細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用いる。 

3.1.1.8.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつを 20 本以上の培養細胞に接種し、２群に分け、30 ℃及び 40 ℃で６～８日間静

置培養する。群ごとに培養液を採取し、混合し、そのウイルス含有量を 3.4.2 を準用して測定する。 

3.1.1.8.2.3 判定 

30 ℃での増殖は、40 ℃での増殖を上回らなければならず（Ｔマーカー）、30 ℃でのウイルス含有

量は、１ mL 中 104.5TCID50 以上でなければならない（Ｇマーカー）。 

3.1.1.9 力価試験 

3.1.1.9.1 試験材料 

3.1.1.9.1.1 注射材料 

検体又は検体を細胞増殖用培養液１で１ mL 当たり 103.0TCID50 のウイルス量に希釈したものを注

射材料とする。 

3.1.1.9.1.2 試験動物 

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。 



3.1.1.9.1.3 中和試験用ウイルス 

弱毒豚熱ウイルス GPE －株を用いる。 

3.1.1.9.1.4 培養細胞 

CPK-NS 細胞を細胞数が１ mL 中約５× 105.0 となるように細胞増殖用培養液２（付記２）に浮遊

させたものを用いる。 

3.1.1.9.2 試験方法 

豚４頭を試験群とし、１頭を対照群とする。注射材料１ mL ずつを試験群の皮下又は筋肉内に注

射し、28 日目の血清について、中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、細胞増殖用培養液２で２倍階段希釈し、各希釈血清と 25  μ L  中約 

200TCID50 を含む中和試験用ウイルス液とを等量混合し、37 ℃で 60 分間処理する。この各混合液 50 

μ L ずつをそれぞれ 96 穴組織培養用プレートの４穴ずつに分注し、CPK-NS 細胞浮遊液 0.1mL ず

つを加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。 

3.1.1.9.3 判定 

培養細胞４穴中２穴以上に CPE の阻止を認めた血清の最高希釈倍数で中和抗体価を表す。試験

群の中和抗体価は、全て４倍以上でなければならない。この場合、対照群は、１倍未満でなければ

ならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 初代細胞の試験 

3.2.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.2.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 培養細胞の試験 

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.3.1 培養観察 

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養する。 

対照培養細胞をプールし、４本以上の培養びん及びカバーグラスを入れた４枚以上のシャーレに

継代し、７日間培養し、観察するとき、CPE を認めてはならない。 

3.3.2 赤血球吸着試験 

3.3.1 の試験最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄後、３ 

群に分け、0.1vol ％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分間

静置後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.3.3 封入体染色試験 



3.3.1 の試験最終日に培養カバーグラスをリン酸緩衝食塩液で洗浄し、固定した後、ギムザ染色し、

封入体の有無を観察するとき、培養細胞に封入体を認めてはならない。 

3.3.4 迷入ウイルス否定試験 

3.3.1  の試験最終日に採取した培養液を試料として、一般試験法の迷入ウイルス否定試験法の 

2.3.1.1、2.3.1.2、2.3.1.3、2.3.2 及び 2.7.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4 原液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 

検体を細胞増殖用培養液１で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

豚精巣初代細胞又は豚腎継代細胞浮遊液を用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

96 穴組織培養用プレートを用いる。試料 0.1mL ずつをそれぞれ１列 10 穴に分注する。各列の２ 

穴には細胞増殖用培養液１を 0.1mL ずつ分注し、対照細胞とする。各穴に細胞増殖用培養液１で調

整した細胞浮遊液を 0.1mL ずつ分注する。37 ℃で５～７日間静置培養後、培養液を除き、洗浄液

（付記３）で２回洗浄後、固定する。 

固定プレートの各穴に抗体希釈液（付記４）で至適濃度に希釈した抗豚熱ウイルスモノクローナ

ル抗体（付記５）50 μ L ずつを分注し、37 ℃で 60 分間反応させる。 

洗浄液で４回洗浄後、抗体希釈液で至適濃度に希釈したペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫グロ

ブリン 50 μ L ずつを各穴に分注し、37 ℃で 40 ～ 60 分間反応させる。 

洗浄液で４回洗浄後、基質液（付記６）0.1mL を各穴に分注し、常温で 10 ～ 30 分間反応させた

後、2.5mol/L 硫酸 50 μ L ずつを各穴に加え反応を停止させ、各穴の吸光度値を 492/630nm の波長

でそれぞれ測定する。 

3.4.2.3 判定 

対照細胞の平均吸光度値の２倍以上の吸光度値を示す穴を豚熱ウイルス感染細胞とみなし、 

TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 104.8TCID50 以上でなければならない。 

3.4.3 マーカー試験 

3.1.1.8 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5 サブロットの試験 

3.5.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.5.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.5 ウイルス含有量試験 

3.4.2  を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 103.0TCID50  以上でなけ



ればならない。 

3.6 ロットの試験 

3.6.1 マイコプラズマ否定試験 

試料は、各サブロットから２本ずつを用い、それぞれ等量ずつ混合したものを用い一般試験法の

マイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省

略することができる。 

3.6.2 安全試験 

3.6.2.1 試験材料 

3.6.2.1.1 注射材料 

各サブロットから同数の試験品を採取し、溶解用液 20mL 中に 100 頭分が含まれるように溶解し、

混合し、注射材料とする。 

3.6.2.1.2 試験動物 

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。 

3.6.2.2 試験方法 

注射材料 20mL ずつを４頭の試験動物の皮下又は筋肉内に注射し、14 日間観察する。 

3.6.2.3 判定 

観察期間中、異常を認めてはならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年６か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とす

る。 

 

 
付記１ 細胞増殖用培養液１ 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

又はラクトアルブミン水解物 5 g 

牛又はやぎ血清 0 ～ 100 mL 

イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。 

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用い

る。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記２ 細胞増殖用培養液２ 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

バクトペプトン 5 g 

N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸 2.13g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。 

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用い

る。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



付記３ 洗浄液 

Ａ液とＢ液を混合したもの

Ａ液 800mL 中 

塩化ナトリウム 8.0   g 
塩化カリウム 0.2   g 

無水リン酸水素二ナトリウム 1.15 g 

リン酸二水素カリウム 0.2   g 

水 残 量 

Ｂ液 200mL 中 

無水塩化カルシウム 0.1   g 

塩化マグネシウム六水和物 0.1   g 

水 残 量 

 
付記４ 抗体希釈液 

ハンクス液又は洗浄液に牛血清アルブミン・フラクションＶを 0.5 ～ 1.0w/v ％となるように

溶解したもの 

 
付記５ 抗豚熱ウイルスモノクローナル抗体 

動物医薬品検査所が配布するもの 

 
付記６ 基質液 

0.2mol/L リン酸－ 0.1mol/L クエン酸緩衝液（pH5.0）50mL に o －フェニレンジアミン二塩

酸塩 25mg 及び過酸化水素（30）0.01mL を加えたもの 

用時調製する。 



 
 

日本脳炎生ワクチン（シード） 
 

平成２３年１０月４日(告示第１９１１号)新規追加

平成２５年１月２２日(告示第 ２５７号)一部改正 

令和 ２年２月 ５日(告示第 ２３１号)一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒日本脳炎ウイルスを同規格に適合した培養細胞で増殖させて得

たウイルス液を凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒日本脳炎ウイルス at 株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

１か月齢の豚に接種してもウイルス血症が出現しない。妊娠１か月前後の豚に接種しても胎子に

感染しない。コガタアカイエカに対する感染率が著しく低下している。乳のみマウスの脳内又は豚

腎若しくは豚精巣初代細胞で増殖する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.14 に適合したハムスター腎初代培養細胞又は適

当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工程により作製し、保存容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.14 に適合したハムスター腎初代培養細胞又は

適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 に試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.14 に適合したハムスター腎初代培養細胞

又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 初代細胞を用いる場合 

2.2.1.1 初代細胞 

SPF  動物規格の 2.14  に適合したハムスター腎初代細胞又は製造に適当と認められた初代細胞を 



用いる。 

2.2.1.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.1.3 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード） 

2.2.1.3.1 増殖、継代及び保存 

マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）は、2.2.1.2 の培養

液で増殖し、継代及び保存しない。 

マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）について、3.2.1 の

試験を行う。 

2.2.2.1 株化細胞 

HmLu-1 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。 

2.2.2 株化細胞を用いる場合 

2.2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.2.3 マスターセルシード 

2.2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.3.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければ

ならない。 

2.2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70  ℃以下で保存する。 

ワーキングセルシードについて、3.3.2 の試験を行う。 

2.2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖する。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.3.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 培養細胞の培養 

2.3.1.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）を用いる場合 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の個体別培養細胞に異

常を認めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.4 の試験を行う。 

2.3.1.2 プロダクションセルシードを用いる場合 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の個体別培養細胞に異

常を認めてはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を混合し、原液とする。 



原液について、3.5 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液に適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて混合し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.6 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルスについて、一般試験法の外

来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス及び狂犬

病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 

3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 初代細胞の試験 



3.2.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.2.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 株化細胞の試験 

3.3.1 マスターセルシードの試験 

3.3.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.3.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.3.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.3.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルスについて、一般試験法の外

来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢―粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.6 核学的（染色体）性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ワーキングセルシードの試験 

3.3.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.3 プロダクションセルシードの試験 

3.3.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 



3.3.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4 個体別培養細胞の試験 

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.4.1 培養観察

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養する。 

対照培養細胞をプールし、４本以上の培養びん及びカバーグラスを入れた４枚以上のシャーレに

継代し、７日間培養し、観察するとき、CPE を認めてはならない。

3.4.2 赤血球吸着試験

3.3.1 の試験最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄した後、

３群に分け、0.1vol ％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分

間静置した後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.4.3 封入体染色試験

3.4.1 の試験最終日に培養カバーグラスをリン酸緩衝食塩液で洗浄し、固定した後、ギムザ染色し、

封入体の有無を観察するとき、培養細胞に封入体を認めてはならない。 

3.4.4 迷入ウイルス否定試験

3.4.1 の試験最終日に採取した培養液を試料として、一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 2.3.1、

2.3.2 及び 2.4.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.5 原液の試験 

3.5.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.2 ウイルス含有量試験

マウス接種試験又は培養細胞接種試験により行う。

3.5.2.1 マウス接種試験

3.5.2.1.1 試験材料

3.5.2.1.1.1 試料

検体をリン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試

料とする。 

3.5.2.1.1.2 試験動物

２日齢以内の乳のみマウスを用いる。 

3.5.2.1.2 試験方法

試料 0.02mL ずつを４匹以上の試験動物の脳内に注射し、14 日間観察する。

3.5.2.1.3 判定

脳炎症状を示して死亡したマウスを感染とみなし、LD50   を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.0LD50 以上でなければならない。

3.5.2.2 培養細胞接種試験

3.5.2.2.1 試験材料

3.5.2.2.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.5.2.2.1.2 培養細胞

Vero 細胞、ESK 細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.5.2.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた後、ウ

イルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.5.2.2.3 判定



培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.0TCID50 以上でなければならない。

3.5.3 マーカー試験

3.5.3.1 試験材料

3.5.3.1.1 注射材料

検体及び対照として中山株薬検系を用い、それぞれのウイルスが１ mL  中に 107.0TCID50  又は

107.0LD50 以上含まれるように調整したものを、注射材料とする。

3.5.3.1.2 試験動物

３週齢のマウスを用いる。 

3.5.3.2 試験方法

注射材料 0.3mL ずつを 10 匹以上の試験動物の腹腔内に注射し、14 日間観察する。

3.5.3.3 判定

検体を注射したマウスの死亡率は、20 ％以下でなければならない。この場合、対照を注射したマ

ウスの死亡率は、80 ％以上でなければならない。

3.6 小分製品の試験 

3.6.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体又は均質な懸濁液でなければならず、異物及び異臭

を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.5 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.6.6 ウイルス含有量試験

3.5.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 105.0LD50 又は 105.0TCID50 

以上でなければならない。 

3.6.7 安全試験

3.6.7.1 試験材料

3.6.7.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.6.7.1.2 試験動物

約１か月齢の豚を用いる。 

3.6.7.2 試験方法

試験動物３頭を試験群、１頭を対照群とする。試験群に注射材料１頭分を用法に従って注射し、

対照群と共に３週間観察する。 

3.6.7.3 判定

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.6.8 力価試験

赤血球凝集抑制反応又は中和試験により行う。 



3.6.8.1 赤血球凝集抑制反応

3.6.8.1.1 試験材料

3.6.8.1.1.1 試験動物

3.6.7 の試験に用いた動物を用いる。

3.6.8.1.1.2 赤血球凝集抗原

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原（付記

２）を用いる。

3.6.8.1.2 試験方法

3.6.7 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について、赤血球凝集抑制試験を行う。

試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。 

被検血清を 25w/v ％カオリン液又はアセトンを加えて処理し、がちょう又は７日齢以内の鶏の赤

血球で処理した後、非働化する。各処理血清を、牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液（付記３） 

又は適当と認められた希釈液で２倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を加えて 

４℃で一夜処理した後、VAD 液（付記４）で調整した 0.33vol ％のがちょう又は７日齢以内の鶏の

赤血球浮遊液を加え、37 ℃で 60 分間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。

3.6.8.1.3 判定

赤血球の凝集を抑制した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。 

試験群の赤血球凝集抑制抗体価は、20 倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10 

倍未満でなければならない。 

3.6.8.2 中和試験

3.6.8.2.1 試験材料

3.6.8.2.1.1 試験動物

3.6.7 の試験に用いた動物を用いる。

3.6.8.2.1.2 中和試験用ウイルス

日本脳炎ウイルス中山株薬検系、JaGAr-01  株又は適当と認められた株を用いる。

3.6.8.2.1.3 培養細胞

生ワクチン製造用材料の規格 2.1.1 の鶏胚初代細胞をシャーレに培養し、単層となったものを用

いる。 

3.6.8.2.2 試験方法

3.6.7 の試験最終日に試験群及び対照群から得た血清について、中和試験を行う。試験群の血清は、

それぞれ等量をプールする。 

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で５倍に希釈し、更に２倍階段希釈する。各希

釈血清と 0.4mL 中約 200PFU の中和試験用ウイルス液とを等量混合し、37 ℃で 90 分間処理する。

この各混合液 0.4mL ずつをそれぞれ４枚の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた後、

混合液を除き、第１次重層寒天培地（付記５）を加え、37 ℃で３日間培養する。その後、第２次

重層寒天培地（付記６）を重層し、37 ℃で１日間培養し、プラック数を算出する。また、中和試

験用ウイルス液 0.4mL ずつを培養細胞に接種し、同様に処理したもの（以下この項において「ウ

イルス対照」という。）について、プラック数を算出する。 

3.6.8.2.3 判定

プラック数がウイルス対照の 50 ％以下に減少した血清の最高希釈倍数を中和抗体価とする。 試

験群の中和抗体価は、20  倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10  倍未満でな

ければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、２年間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とする。 



付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

牛血清 20 ～ 50 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.4 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

付記２ 赤血球凝集抗原 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原で、

赤血球凝集価が 64 倍以上のもの。

付記３ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液 

1,000mL 中

塩化ナトリウム 10.52 g 

ホウ酸 3.09 g 

水酸化ナトリウム 0.96 g 

水 残 量 

牛血清アルブミンを 0.2w/v ％となるように加えた後、水酸化ナトリウム液で pH を 9.0 に調

整する。 

付記４ VAD 液

1,000mL 中

塩化ナトリウム 8.77 g 

リン酸水素二ナトリウム十二水和物 5.68 g 

リン酸二水素ナトリウム二水和物 40.56 g 

水 残 量 

牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液と等量混合して、pH を 6.0 に調整する。

付記５ 第１次重層寒天培地 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

牛血清 20 ～ 50 mL 

寒天 10 g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.4 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

付記６ 第２次重層寒天培地 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

ニュートラルレッド 0.5 g 

寒天 10 g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.4 に調整する。



必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



日本脳炎不活化ワクチン（シード） 

 
平成２４年７月４日(告示第１６２２号)新規追加 

令和 ２年２月５日(告示第 ２３１号)一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した日本脳炎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

ルス液を不活化したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

豚腎初代細胞で増殖し、がちょう、鶏初生ひな及びはとの赤血球を凝集する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、適当と認められた細胞で増殖させ、連続した工程により作製し、保存

用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 60 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、適当と認められた細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 60 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、適当と認められた細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 60 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 株化細胞 

Vero 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード 

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 



マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければ

ならない。 

2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。 

2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認め

てはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液、遠心上清又はこれらを濃縮したものをウイルス浮遊液とする。 

ウイルス浮遊液について、3.3 の試験を行う。 

2.3.3 不活化 

ウイルス浮遊液にホルマリン又は適当と認められた不活化剤を加えて不活化し、不活化ウイルス液

とする。 

不活化ウイルス液について、3.4 の試験を行う。 

2.3.4 原液 

不活化ウイルス液を混合し、原液とする。 

原液について、3.5 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液を混合し、適当と認められた希釈液で濃度調整し、最終バルクとする。  

この場合、適当と認められた保存剤を加えてもよい。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。 

小分製品について、3.6 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 



一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

サル由来細胞を用いる場合には、馬伝染性貧血ウイルス、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び

内在性レトロウイルス（Ｃ、Ｄタイプ粒子）について、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 

及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス及び狂犬

病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 

3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

馬伝染性貧血ウイルス、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス（Ｃ、Ｄタ

イプ粒子）について、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験する

とき、適合しなければならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 



シードロット規格の 2.1.4.2.1.6.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 ウイルス浮遊液の試験 

3.3.1 ウイルス含有量試験 

マウス接種試験又は培養細胞接種試験により行う。 

3.3.1.1 マウス接種試験 

3.3.1.1.1 試験材料 

3.3.1.1.1.1 試料 

検体をリン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試

料とする。 

3.3.1.1.1.2 試験動物 

約３週齢のマウスを用いる。 

3.3.1.1.2 試験方法 

試料 0.03mL ずつを４匹以上の試験動物の脳内に注射し、14 日間観察する。 

3.3.1.1.3 判定 

脳炎症状を示して死亡したマウスを感染とみなし、LD50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.5LD50 以上でなければならない。 

3.3.1.2 培養細胞接種試験 

3.3.1.2.1 試験材料 

3.3.1.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.1.2.1.2 培養細胞 

生ワクチン製造用材料の規格 2.1.1 の鶏胚初代細胞又は適当と認められた培養細胞を小試験管に

培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.1.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた後、ウ

イルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。 

3.3.1.2.3 判定 

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。 



3.4 不活化ウイルス液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 不活化試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 注射材料 

検体を注射材料とする。 

3.4.2.1.2 試験動物 

３週齢のマウスを用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

注射材料 0.03mL を 10 匹の試験動物の脳内に注射し、14 日間観察する。 

3.4.2.3 判定 

脳炎症状を示して死亡した試験動物を認めない場合、活性ウイルス陰性と判定する。  

検体に活性ウイルスを認めてはならない。 

3.5 原液の試験 

3.5.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6 小分製品の試験 

3.6.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する液体又は均質な懸濁液でなけ

ればならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 pH 測定試験 

一般試験法の pH 測定試験法を準用して試験するとき、pH は、固有の値を示さなければならない。 

3.6.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 チメロサール定量試験 

チメロサール添加製剤については、一般試験法のチメロサール定量法を準用して試験するとき、適

合しなければならない。 

3.6.5 ホルマリン定量試験 

ホルマリン添加製剤については、一般試験法のホルマリン定量法を準用して試験するとき、ホルマ

リンの含有量は、0.2vol ％以下でなければならない。 

3.6.6 異常毒性否定試験 

一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.7 力価試験 

3.6.7.1 試験材料 

3.6.7.1.1 注射材料 

試験品をリン酸緩衝食塩液で 10 倍に希釈したものを注射材料とする。 

3.6.7.1.2 試験動物 

２～３週齢のマウスを用いる。 

3.6.7.2 攻撃ウイルス 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株（付記２）を用いる。 

3.6.7.3 試験方法 

試験動物 30 匹を試験群、60 匹を対照群とする。 

試験第１日目及び第４日目に、注射材料 0.1mL ずつを試験群の腹腔内に注射する。 



試験第８日目に、試験群及び対照群のそれぞれ 30 匹に攻撃ウイルス 0.2mL ずつを腹腔内に注射

する。更に対照群 30 匹を 10 匹ずつ３群に分け、各群に攻撃ウイルスを 10 倍、100 倍及び 1,000 倍
に希釈したもの 0.2mL ずつを腹腔内に注射する。試験群及び対照群について、14 日間観察する。 

3.6.7.4 判定 

脳炎症状を示して死亡した動物及び生存しているものの脳炎症状を示している動物を死亡したもの

とみなし、各群の死亡率及び攻撃ウイルスの LD50 を算出する。 

試験群の耐過率は、40 ％以上でなければならない。この場合、攻撃ウイルスを注射した対照群の 

死亡率は 90 ％以上、攻撃ウイルスのウイルス量は 0.2mL 中 103LD50 以下でなければならない。 

4 貯法及び有効期間 
有効期間は、１年間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とする。 

 
付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

牛血清又はやぎ血清 0 ～ 50 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムでpH を 7.0 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記２ 攻撃ウイルス 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株を生後３～４週齢のマウスの脳内に 

接種し、発症極期に採脳し、リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で 10 倍乳剤とする。 

これを遠心した上清を攻撃ウイルスとする。 



豚インフルエンザ（アジュバント加）不活化ワクチン（シ

ード） 
 

平成２４年７月４日(告示第１６２２号)新規追加 

令和 ２年２月５日(告示第 ２３１号)一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した豚インフルエンザウイルスを同規格に適合した発育鶏卵で増殖させ

て得たウイルス液を不活化し、アルミニウムゲルアジュバントを添加したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 豚インフルエンザウイルスＡ型（H1N1） 

2.1.1.1 名称 

豚インフルエンザウイルスＡ型 A/swine/京都/3/79 (H1N1)株又はこれと同等と認められた株 

2.1.1.2 性状 

発育鶏卵の尿膜腔内で増殖し、鶏赤血球を凝集させる。 

2.1.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 1.1 に適合した発育鶏卵で増殖させ、連続した工程

により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 1.1 に適合した発育鶏卵で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 1.1 に適合した発育鶏卵で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.1.2 豚インフルエンザウイルスＡ型（H3N2） 

2.1.2.1 名称 

豚インフルエンザウイルスＡ型 A/swine/和田山/5/69 (H3N2)株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2.2 性状 

発育鶏卵の尿膜腔内で増殖し、鶏赤血球を凝集させる。 

2.1.2.3 マスターシードウイルス 

2.1.2.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 1.1 に適合した発育鶏卵で増殖させ、連続した工程

により作製し、保存用の容器に分注する。 



分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.2.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 1.1 に適合した発育鶏卵で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.2.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 1.1 に適合した発育鶏卵で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 発育鶏卵 

2.2.1.1 マスターシードウイルス、ワーキングシードウイルス及びプロダクションシードウイルスの増殖、

継代及び保存に用いる発育鶏卵 

SPF 動物規格の 1.1 に適合した 10 ～ 12 日齢のものを用いる。 

マスターシードウイルス及びワーキングシードウイルスを増殖、継代及び保存する場合の発育鶏

卵並びにプロダクションシードウイルスを増殖及び保存する場合の発育鶏卵について、3.2 の試験

を行う。 

2.2.1.2 原液の製造に用いる発育鶏卵 

10 ～ 12 日齢のものを用いる。 

2.3 原液 

2.3.1 発育鶏卵の培養 

１回に処理する発育鶏卵を個体別発育鶏卵とみなす。 

個体別発育鶏卵について、3.3 の試験を行う。 

2.3.2 ウイルスの培養 

各株のプロダクションシードウイルスを、2.3.1 の発育鶏卵で培養し、ウイルスの増殖極期に採取

した感染尿膜腔液のろ液又は遠心上清を、各株のウイルス浮遊液とする。 

ウイルス浮遊液について、3.4 の試験を行う。 

2.3.3 不活化 

ウイルス浮遊液にホルマリン又は適当と認められた不活化剤を加えて不活化し、原液とする。   

原液について、3.5 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

各株の原液を混合し、適当と認められたアルミニウムゲルアジュバントを加えて、最終バルクと

する。 

この場合、適当と認められた保存剤を加えてもよい。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。 

小分製品について、3.6 の試験を行う。 



3 試験法 

3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイル

ス否定試験法の 1.1、3.1.1 及び 3.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、

鶏脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.2 に規定する試験を実施する製剤については、一般試験法の

外来性ウイルス否定試験法の 3.1.2 の試験を実施しなくてもよい。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルス、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢

―粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス、狂犬病ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスに

ついて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7、3.2.9 及び 

3.2.10 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイルスにつ 

いて 3.1.1.4.2.1  に規定する試験を実施する製剤については、一般試験法の外来性ウイルス否定試験 

法の 3.2.10 の試験を実施しなくてもよい。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 発育鶏卵の試験 

3.2.1 孵卵性状試験 

シードロット規格の 3.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 個体別発育鶏卵の試験 

個体別発育鶏卵の１％以上又は 30  個以上を対照発育鶏卵とし、これについて次の試験を行う。 

3.3.1 培養観察 

対照発育鶏卵を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養し、観察する

とき、鶏胚に異常を認めてはならない。 



3.3.2 鶏赤血球凝集試験 

3.3.1 の観察最終日に尿膜腔液を採取し、0.5vol ％の鶏赤血球浮遊液を等量加え、60 分間静置し、

観察するとき、赤血球凝集を認めてはならない。 

3.4 ウイルス浮遊液の試験 

3.4.1 赤血球凝集価測定試験 

3.4.1.1 試験材料 

3.4.1.1.1 試料 

検体をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.1.2 試験方法 

試料 0.4mL に、0.5vol ％鶏赤血球浮遊液を 0.4mL 加え、常温で 60 分間静置し、赤血球凝集の有

無を観察する。 

3.4.1.3 判定 

赤血球凝集を認めた検体の最高希釈倍数で赤血球凝集価を表す。 

検体の赤血球凝集価は、320 倍以上でなければならない。 

3.5 原液の試験 

3.5.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.2 不活化試験 

3.5.2.1 試験材料 

3.5.2.1.1 注射材料 

検体を注射材料とする。 

3.5.2.1.2 発育鶏卵 

生ワクチン製造用材料の規格 1.1 に適合した 10 ～ 12 日齢のものを用いる。 

3.5.2.2 試験方法 

注射材料 0.2mL ずつを４個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、36 ～ 37 ℃で培養し、３日間隔

で尿膜腔液を２代まで継代する。２代目の尿膜腔液に 0.5vol ％鶏赤血球浮遊液を等量加え、常温で 60 
分間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。 

ただし、赤血球凝集を示す尿膜腔液があった場合には、その尿膜腔液を等量に混合して３代まで

継代し、３代目の尿膜腔液について同様の試験を繰り返した後、判定する。 

3.5.2.3 判定 

赤血球凝集を認めない場合、活性ウイルス陰性と判定する。 

検体に活性ウイルスを認めてはならない。 

3.5.3 赤血球凝集価測定試験 

3.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6 小分製品の試験 

3.6.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する均質な懸濁液でなければ

ならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 pH 測定試験 

一般試験法の pH 測定試験法を準用して試験するとき、pH は、固有の値を示さなければならない。 

3.6.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 ホルマリン定量試験 

ホルマリン添加製剤については、一般試験法のホルマリン定量法を準用して試験するとき、ホル 



マリンの含有量は、0.04vol ％以下でなければならない。 

3.6.5 アルミニウム定量試験 

一般試験法のアルミニウム定量法を準用して試験するとき、アルミニウムの含有量は、１ mL 中 

0.95 ～ 1.30mg の範囲でなければならない。 

3.6.6 安全試験 

3.6.6.1 試験材料 

3.6.6.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.6.6.1.2 試験動物 

約 50 日齢の豚を用いる。 

3.6.6.2 試験方法 

試験動物３頭を試験群、１頭を対照群とする。試験群の２頭に注射材料２ mL を、他の１頭に６ mL を
頚部皮下に注射し、３週後に第２回注射を同量注射する。対照群と共に、試験群の第２回注射後 14 日間

観察する。 

3.6.6.3 判定 

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.6.7 力価試験 

3.6.7.1 試験材料 

3.6.7.1.1 注射材料 

試験品をリン酸緩衝食塩液で 10 倍に希釈したものを注射材料とする。 

3.6.7.1.2 試験動物 

４週齢のマウスを用いる。 

3.6.7.1.3 赤血球凝集抗原 

試験品に含まれるそれぞれのウイルス株と同一タイプのウイルスから調製した赤血球凝集抗原（付記）

を用いる。 

3.6.7.2 試験方法 

注射材料 0.5mL ずつを試験動物 20 匹の腹腔内に注射した後、４群に分け、14 日目に得られた血

清を各群ごとにプールして、赤血球凝集抑制試験を行う。 

被検血清を RDE 及び鶏赤血球処理、又は適当と認められた方法で処理する。これをリン酸緩衝

食塩液で２倍階段希釈し、各希釈液 0.2mL に 0.2mL 中８単位の赤血球凝集抗原を等量ずつ加え、常

温で 60 分間処理する。これに 0.5vol ％鶏赤血球浮遊液を 0.4mL ずつ加え、常温に 60 分間静置し、

赤血球凝集の有無を観察する。 

3.6.7.3 判定 

赤血球凝集を抑制した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。 

各群のプール血清の赤血球凝集抑制抗体価は、８倍以上でなければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後１年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

 
付記 赤血球凝集抗原 

豚インフルエンザウイルスＡ型 A/swine/京都/3/79 (H1N1)株及び A/swine/和田山/5/69 (H3N2)株
又はこれらと同等と認められたウイルス株を用いて、それぞれ調製した赤血球凝集抗原。 



 
 

豚オーエスキー病（ｇⅠ－、ｔｋ＋）生ワクチン（シード） 

 
平成２２年１０月１２日(告示第 ６６号) 新規追加 

令和 ２年 ２月 ５日(告示第２３１号) 一部改正 

 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した糖蛋白 gI を産生しない弱毒オーエスキー病ウイルスを同規格に適

合した初代細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒オーエスキー病ウイルスバーサ・KS  株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

糖蛋白 gI 遺伝子の一部を欠損する。 

各種培養細胞で CPE を伴って増殖する。CRFK 細胞では巨細胞非形成、Vero 細胞では小プラッ

クを形成する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は適当と認められた

培養細胞で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は適当と認められ

た培養細胞で増殖する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は適当と認め

られた培養細胞で増殖する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合について、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 初代細胞 

SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は製造に適当と認められた細胞を用いる。 



2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード） 

2.2.3.1 増殖、継代及び保存 

マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）は、2.2.2 の培養液

で増殖し、継代及び保存しない。 

マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）について、3.2 の
試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の個体別培養細胞に異

常を認めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.3 の試験を行う。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液を混合し、適当と認められた安定剤を加え、最終バルクとする。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.5 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1.1 又は 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖･呼吸障害症候群ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイル

ス否定試験法の 1.1、3.1.1 及び 3.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、

鶏脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.2  に規定する試験を実施する製剤については、一般試験法の 

外来性ウイルス否定試験法の 3.1.2 の試験を実施しなくてもよい。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルス、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢

－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス、狂犬病ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスに 



ついて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7、3.2.9 及び 

3.2.10 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイルスについて、

3.1.1.4.2.1 に規定する試験を実施する製剤については、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 

3.2.10 の試験を実施しなくてもよい。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 初代細胞の試験 

3.2.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.2.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 培養細胞の試験 

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.3.1 培養観察 

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養し、観察する

とき、CPE を認めてはならない。 

3.3.2 赤血球吸着試験 

3.3.1 の試験最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄後、３ 

群に分け、0.1vol ％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分間

静置後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.4 原液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 



検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

PD5  細胞、HmLu-1  細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60  分間静置吸着させ

た後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で６～７日間培養し、観察する。 

3.4.2.3 判定 

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。 

3.4.3 マ－カ－試験 

検体 0.1mL を CRFK 細胞に接種し、37 ℃で３日間培養し、観察するとき、直径 0.1mm 以上の巨

細胞を認めてはならない。 

3.5 小分製品の試験 

3.5.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.5.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.5 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.5.6 ウイルス含有量試験 

3.4.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 104.7TCID50 以上でなけ

ればならない。 

3.5.7 マーカー試験 

3.5.7.1 試験材料 

3.5.8 の試験終了後、14 日目の試験群の血清を用いる。 

3.5.7.2 試験法 

オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を識別できる酵素抗体反応キット又は動物医薬品検査所

がこれと同等と認めたものを用いて酵素抗体反応を行う。 

3.5.7.3 判定 

血清中にオーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を認めてはならない。 

3.5.8 安全試験 

3.5.8.1 試験材料 

3.5.8.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.5.8.1.2 試験動物 

体重 10 ～ 40kg の豚を用いる。 

3.5.8.2 試験方法 



試験動物２頭を試験群、１頭を対照群とする。試験群に注射材料１頭分を筋肉内に注射し、対照

群とともに同居飼育し、14 日間観察する。 

3.5.8.3 判定 

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.5.9 力価試験 

3.5.9.1 試験材料 

3.5.9.1.1 試験動物 

3.5.8 の試験に用いた動物を用いる。 

3.5.9.1.2 中和試験用ウイルス 

PD5 細胞で増殖させたオーエスキー病ウイルスバーサ・KS 株を用いる。 

3.5.9.1.3 培養細胞 

MDBK 細胞を 24 穴プラスチックプレートに培養し、単層となったものを用いる。 

3.5.9.2 試験方法 

3.5.8 の試験終了後、14 日目に得られた各個体の血清について中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で 10 倍に希釈し、更に２倍階段希釈する。各

希釈血清 0.5mL と 0.05mL 中約 40PFU の中和試験用ウイルス液 0.5mL を混合し、37 ℃で一夜処理

する。この各混合液 0.05mL ずつをそれぞれ４穴の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた

後、混合液を除き、第１次重層寒天培地（付記２）を重層し、37 ℃５ vol ％炭酸ガス下で２日間

培養後、第２次重層寒天培地（付記３）を重層し、更に一夜培養後、プラック数を測定する。 

3.5.9.3 判定 

プラック数がウイルス対照の 50 ％以下に減少した血清の最高希釈倍数を中和抗体価とする。 

試験群の中和抗体価は、20 倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10 倍以下でな

ければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後１年９か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

 

 
付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

牛血清 20 ～ 50   mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記２ 第１次重層寒天培地 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

寒天 10.0 g 

牛血清 20 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



付記３ 第２次重層寒天培地 
 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95 
 
g 

寒天 10.0 g 

ニュートラルレッド 0.05 g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。   
必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



 
 

豚オーエスキー病（ｇⅠ－、ｔｋ＋）生ワクチン（アジュバ 

ント加溶解用液）（シード） 

 
平成２２年１０月１２日(告示第 ６６号) 新規追加 

令和 ２年 ２月 ５日(告示第２３１号) 一部改正 

 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した糖たん白 gI を産生しない弱毒オーエスキー病ウイルスを同規格に

適合した初代細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したものであって、使用時にアジュバン

トを含む溶解用液で溶解するワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒オーエスキー病ウイルスバーサ・KS  株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

糖蛋白 gI 遺伝子の一部を欠損する。 

各種培養細胞で CPE を伴って増殖する。CRFK 細胞では巨細胞非形成、Vero 細胞では小プラッ

クを形成する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は適当と認められた

培養細胞で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は適当と認められ

た培養細胞で増殖する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は適当と認め

られた培養細胞で増殖する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合について、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 



2.2.1 初代細胞 

SPF 動物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は製造に適当と認められた細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード） 

2.2.3.1 増殖、継代及び保存 

マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）は、2.2.2 の培養液

で増殖し、継代及び保存しない。 

マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）について、3.2 の
試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の個体別培養細胞に異

常を認めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.3 の試験を行う。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液を混合し、適当と認められた安定剤を加え、最終バルクとする。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.5 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1.1 又は 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖･呼吸障害症候群ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス

否定試験法の 1.1、3.1.1 及び 3.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、鶏

脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.2  に規定する試験を実施する製剤については、一般試験法の外来

性ウイルス否定試験法の 3.1.2 の試験を実施しなくてもよい。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 



鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルス、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢

－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス、狂犬病ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスに

ついて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.7、

3.2.9 及び 3.2.10 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイル

スについて、3.1.1.4.2.1 に規定する試験を実施する製剤については、一般試験法の外来性ウイルス

否定試験法の 3.2.10 の試験を実施しなくてもよい。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 初代細胞の試験 

3.2.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.2.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 培養細胞の試験 

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.3.1 培養観察 

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養し、観察する

とき、CPE を認めてはならない。 

3.3.2 赤血球吸着試験 

3.3.1 の試験最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄後、３ 

群に分け、0.1vol ％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分間

静置後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.4 原液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 ウイルス含有量試験 



3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

PD5  細胞、HmLu-1  細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60  分間静置吸着させ

た後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で６～７日間培養し、観察する。 

3.4.2.3 判定 

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。 

3.4.3 マ－カ－試験 

検体 0.1mL を CRFK 細胞に接種し、37 ℃で３日間培養し、観察するとき、直径 0.1mm 以上の巨

細胞を認めてはならない。 

3.5 小分製品の試験 

3.5.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、乾燥ワクチンは、固有の色調を有する乾燥物

でなければならない。溶解用液は、固有の色調を有する均質な懸濁液でなければならず、異物又は

異臭を認めてはならない。溶解ワクチンは、固有の色調を有する均質な懸濁液でなければならず、

異物又は異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.5.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.5 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.5.6 ウイルス含有量試験 

3.4.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 104.7TCID50 以上でなけ

ればならない。 

3.5.7 マーカー試験 

3.5.7.1 試験材料 

3.5.8 の試験終了後、14 日目の試験群の血清を用いる。 

3.5.7.2 試験法 

オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を識別できる酵素抗体反応キット又は動物医薬品検査所

がこれと同等と認めたものを用いて酵素抗体反応を行う。 

3.5.7.3 判定 

血清中にオーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を認めてはならない。 

3.5.8 安全試験 

3.5.8.1 試験材料 

3.5.8.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 



3.5.8.1.2 試験動物 

体重 10 ～ 40kg の豚を用いる。 

3.5.8.2 試験方法 

試験動物２頭を試験群、１頭を対照群とする。試験群に注射材料１頭分を筋肉内に注射し、対照

群とともに同居飼育し、14 日間観察する。 

3.5.8.3 判定 

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.5.9 力価試験 

3.5.9.1 試験材料 

3.5.9.1.1 試験動物 

3.5.8 の試験に用いた動物を用いる。 

3.5.9.1.2 中和試験用ウイルス 

PD5 細胞で増殖させたオーエスキー病ウイルスバーサ・KS 株を用いる。 

3.5.9.1.3 培養細胞 

MDBK 細胞を 24 穴プラスチックプレートに培養し、単層となったものを用いる。 

3.5.9.2 試験方法 

3.5.8 の試験終了後、14 日目に得られた各個体の血清について中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で 10 倍に希釈し、更に２倍階段希釈する。各

希釈血清 0.5mL と 0.05mL 中約 40PFU の中和試験用ウイルス液 0.5mL を混合し、37 ℃で一夜処理

する。この各混合液 0.05mL ずつをそれぞれ４穴の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた

後、混合液を除き、第１次重層寒天培地（付記２）を重層し、37 ℃５ vol ％炭酸ガス下で２日間

培養後、第２次重層寒天培地（付記３）を重層し、更に一夜培養後、プラック数を測定する。 

3.5.9.3 判定 

プラック数がウイルス対照の 50  ％以下に減少した血清の最高希釈倍数を中和抗体価とする。 

試験群の中和抗体価は、100 倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10 倍以下でな 

ければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後１年９か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

 

 
付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

牛血清 20 ～ 50 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記２ 第１次重層寒天培地 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

寒天 10.0 g 

牛血清 20 mL 

イーグル MEM 残 量 



炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記３ 第２次重層寒天培地 

 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95 
 

g 

寒天 10.0 g 

ニュートラルレッド 0.05 g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。   

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。   
 



 

豚オーエスキー病（ｇＩ－、ｔｋ－）生ワクチン(シード) 
 

平成23年５月11日(告示第 939号)新規追加 

令和２年２月５日(告示第 231号)一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒オーエスキー病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凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒オーエスキー病ウイルスベゴニア株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

糖たん白 gI 遺伝子の一部を欠損する。ウイルス性チミジンキナーゼを合成しない。Vero 細胞で 

CPE を伴って増殖する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工程

により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結乾燥して－ 20 

℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結乾燥して－ 20 ℃以下で保存する。 

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結乾燥して－ 20 ℃以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

Vero 細胞又は製造に適当と認められた培養細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード 

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70  ℃以下で 



保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければ

ならない。 

2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。 

2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.5.1 増殖、継代及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、適当と認められた時期に個体別培養細

胞ごとに採取した培養液を原液とする。 

原液について、3.3 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液に適当と認められた安定剤を加え、これを最終バルクとする。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.4 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しなけ

ればならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス（C、D タイプ粒子）について、一

般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければ

ならない。 



3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢―粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス（C、D タイプ粒子）について、一

般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければ

ならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 



3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験 

3.3.2.1 試験材料 

3.3.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.2.1.2 培養細胞 

Vero 細胞、HmLu-1 細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた

後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で６～７日間培養し、観察する。 

3.3.2.3 判定 

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。 

3.4 小分製品の試験 

3.4.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験 



一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験 

3.3.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 105.0TCID50 以上でなけ

ればならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。 

3.4.7 マーカー試験 

3.4.7.1 糖たん白 gI 欠損マーカー 

3.4.7.1.1 試験材料 

3.4.8 の試験終了後、14 日目の試験群の血清を用いる。 

3.4.7.1.2 試験方法 

オーエスキー病ウイルス糖たん白 gI 抗体を識別できる酵素抗体反応キット又は動物医薬品検査

所がこれと同等と認めたものを用いて酵素抗体反応を行う。 

3.4.7.1.3 判定 

血清中にオーエスキー病ウイルス糖たん白 gI 抗体を認めてはならない。 

3.4.7.2 チミジンキナーゼ欠損マーカー 

3.4.7.2.1 試験材料 

3.4.7.2.1.1 試料 

試験品を試料とする。 

3.3.7.2.1.2 培養細胞 

Ltk-細胞を細胞増殖用培養液（付記２）で１× 105.0 個/mL となるように調整した細胞浮遊液の５ 

mL を約 25cm2 の培養びんに入れ、37 ℃で培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.7.2.1.3 培養液 

HAT 培地（付記３）及びウイルス増殖用培養液を用いる。 

3.4.7.2.2 試験方法 

試料の 0.2mL ずつを２本の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた後、３回洗浄する。 

HAT 培地又はウイルス増殖用培養液の約５ mL をそれぞれの培養細胞に加え、37 ℃で３日間培

養する。それぞれの培養細胞について、凍結融解を１回行った後、遠心上清のウイルス含有量を 3.3.2 を準

用して測定する。 

3.4.7.2.3 判定 

ウイルス増殖用培養液を用いて培養した細胞の遠心上清中のウイルス含有量は、HAT 培地を用い

て培養した細胞の遠心上清中のウイルス含有量と比べて、1,000   倍以上高くなければならない。 

3.4.8 安全試験 

3.4.8.1 試験材料 

3.4.8.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.4.8.1.2 試験動物 

体重 10 ～ 40kg の豚を用いる。 

3.4.8.2 試験方法 

試験動物２頭を試験群、１頭を対照群とする。試験群に注射材料をそれぞれ筋肉内に注射し、対

照群と共に同居飼育し、14 日間観察する。 

3.4.8.3 判定 

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.4.9 力価試験 

3.4.9.1 試験材料 



3.4.9.1.1 試験動物 

3.4.8 の試験に用いた動物を用いる。 

3.4.9.1.2 中和試験用ウイルス 

Vero  細胞で増殖させたオーエスキー病ウイルスベゴニア株又は適当と認められた株を用いる。 

3.4.9.1.3 培養細胞 

Vero 細胞又は適当と認められた細胞をシャーレに培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.9.2 試験方法 

3.4.8 の試験終了後、14 日目に得られた各個体の血清について中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で 10 倍に希釈し、更に２倍階段希釈する。各

希釈血清 0.5mL と 0.2mL 中約 80PFU の中和試験用ウイルス液 0.5mL を混合し、37 ℃で一夜処理す

る。この各混合液の 0.2mL ずつをそれぞれ４枚の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた後、

混合液を除き、第１次重層寒天培地（付記４）を重層し、37 ℃５ vol ％炭酸ガス下で２日間培養後、

第２次重層寒天培地（付記５）を重層し、更に一夜培養後、プラック数を測定する。 

3.4.9.3 判定 

プラック数がウイルス対照の 50 ％以下に減少した血清の最高希釈倍数を中和抗体価とする。 

試験群の中和抗体価は、20 倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10 倍以下でな

ければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後２年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

 
付記１ ウイルス増殖用培養液  
 1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95 g 

 L －グルタミン 

牛血清 

イーグル MEM 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

0.3   g 
8 ～ 50  mL 

残 量 

付記２ 細胞増殖用培養液 
 

 1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95 g 

 L －グルタミン 

牛血清 

イーグル MEM 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

0.3 g 
30 ～ 100  mL 

残 量 

付記３ HAT 培地 

1,000mL 中 

ヒポキサンチン 

 

 
 

0.014   g 

 アミノプテリン 

チミジン 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 

0.00018g 

0.0039 g 

2.95 g 



牛血清 0 ～ 100 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記４ 第１次重層寒天培地 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

寒天 10.0 g 

牛血清 20 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

 
付記５ 第２次重層寒天培地 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

寒天 10.0 g 

ニュートラルレッド 0.05   g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



 

豚サーコウイルス（２型・組換え型）感染症（カルボキシ

ビニルポリマーアジュバント加）不活化ワクチン（シード） 
 

平成30年９月11日（告示第 2046号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第  231号） 一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した組換え豚サーコウイルス２型オープンリーディングフレーム２（以

下この項において「PCV2ORF2」という。）遺伝子挿入バキュロウイルスを同規格に適合した培養細胞で

増殖させて得たウイルス液を不活化し、カルボキシビニルポリマーアジュバントを添加したワクチ

ンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

PCV2ORF2 遺伝子組換えオートグラファ核多角体ウイルス（AcNPV）N120-058W 株又はこれと

同等と認められた株 

2.1.2 性状 

バキュロウイルスに感受性のある培養細胞で CPE を伴って増殖する。PCV2ORF2 たん白抗原を

発現する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、Sf 細胞（付記１）で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用

の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルス   から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、Sf 細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、Sf 細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

Sf 細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製剤ごとに農林水産大臣が適当と認めた培養液を用いる。 



2.2.3 マスターセルシード 

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければ

ならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その継代数とする。 

2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。 

2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認め

てはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液をウイルス培養液とする。 

ウイルス培養液について、3.3 の試験を行う。 

2.3.3 不活化 

ウイルス培養液をろ過し、製剤ごとに農林水産大臣が適当と認めた不活化剤を加えて撹拌し不活化

した後に、中和剤を加えて中和し、必要に応じて濃縮したものを原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。 

2.3.4 原液の調整 

原液を混合し、混合原液とする場合がある。 

混合原液について、3.4.2 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液又は混合原液に、必要に応じて生理食塩液及び適量のアジュバントを添加し、最終バルクとす

る。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。 

小分製品について、3.5 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 



シードロット規格の 1.4.2.3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験法とする。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合

には、その試験法とする。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水

産大臣が特に認めた場合には、その試験法とする。 

3.1.1.5   組換え遺伝子等安定性確認試験 

一般試験法の組換え遺伝子等安定性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな 



ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験法とする。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合

には、その試験法とする。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水

産大臣が特に認めた場合には、その試験法とする。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.7 腫瘍形成性/腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 ウイルス培養液の試験 

3.3.1 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4 原液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 不活化試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 

検体を試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

Sf 細胞を用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

検体を 150 ～ 175cm2 の培養細胞に接種し、25 ～ 29 ℃で７日間培養し、次代に継代する。２代目

の細胞を 25 ～ 29 ℃で７日間培養する。 

3.4.2.3 判定 



培養細胞に CPE を認めない場合、活性ウイルス陰性と判定する。検体に活性ウイルスを認めては

ならない。 

3.4.3 抗原含有量試験 

3.4.3.1 試験材料 

検体、参照抗原１（付記２）、陰性対照（付記３）及び陽性対照抗原１（付記４）、抗 PCV2ORF2
豚 IgG（付記５）、抗 PCV2ORF2  モノクローナル抗体（付記６）及び酵素標識抗体（付記７）を用

いる。 

3.4.3.2 試験方法 

3.4.3.2.2 試料の調製 

検体、参照抗原１、陰性対照及び陽性対照抗原１を洗浄・希釈液（付記８）でそれぞれ 30 倍か

ら３倍階段希釈した各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.3.2.1 反応 

抗 PCV2ORF2 豚 IgG を固相したプレートを用いる。固相プレートにブロッキング液（付記９）を

250 μ L ずつ加え、35 ～ 39 ℃で約 60 分間反応させた後、洗浄・希釈液で洗浄する。各試料 100 μ L 
ずつをプレートの３穴に加え、35 ～ 39 ℃で約 60 分間反応させる。反応後、プレートを洗浄液で洗

浄する。洗浄・希釈液で 300 倍に希釈した抗 PCV2ORF2 モノクローナル抗体を各穴に 100 μ L ず
つ分注し、35 ～ 39 ℃で約 60 分間反応させる。反応後、各穴を洗浄・希釈液で洗浄する。１ vol ％ 

兎血清加希釈用緩衝液（付記 10）で 5,000 ～ 20,000 倍に希釈した酵素標識抗体を各穴に 100 μ L ず
つ分注し、35 ～ 39 ℃で約 45 分間反応させる。反応後、各穴を洗浄・希釈液で洗浄する。基質液（付

記 11）を 100 μ L ずつ各穴に分注し、室温で反応させる。その後、１ mol/L 塩酸溶液を 100 μ L ず
つ各穴に分注し、反応を停止させる。 

3.4.3.2.4 吸光度測定 

波長 450nm で吸光度を測定する。 

3.4.3.3 判定 

参照抗原１の力価を 1.0 として、検体の相対力価を統計学的計算方法（付記 12）により算出する。

このとき、検体の相対力価は、1.0 以上でなければならない。また、陽性対照抗原１の 270 倍希釈

液の平均吸光度は 0.838 以上であり、陰性対照の 30 倍希釈液の平均吸光度は 0.2 以下でなければな

らない。 

3.5 小分製品の試験 

3.5.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、透明からやや混濁した無色から帯黄色、粘性

のない液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一で

なければならない。 

3.5.2 pH 測定試験 

一般試験法の pH 測定試験法を準用して試験するとき、pH は、固有の値を示さなければならない。 

3.5.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 力価試験 

3.5.4.1 試験材料 

試験品、参照抗原２（参照ワクチン）（付記 13）、陰性対照抗原、陽性対照抗原２（付記 14）、抗 

PCV2ORF2 豚 IgG、抗 PCV2ORF2 モノクローナル抗体及び酵素標識抗体を用いる。 

3.5.4.2 試験方法 

3.5.4.2.1 試料等の調製 

試験品、参照抗原２（参照ワクチン）、陰性対照及び陽性対照抗原２を洗浄・希釈液でそれぞれ 30 
倍から２倍階段希釈した各段階の希釈液を試料とする。 



3.5.4.2.2 反応 

3.4.3.2.1 を準用して行う。 

3.5.4.2.3 吸光度測定 

波長 450nm で吸光度を測定する。 

3.5.4.3 判定 

参照抗原２（参照ワクチン）の力価を 1.0  として、試験品の相対力価を統計学的計算方法により 

算出するとき、試験品の相対力価は、1.0 ～ 3.75 でなければならない。また、陽性対照抗原２の 480 

倍希釈液の平均吸光度は 0.988 ～ 2.500、陰性対照の 30 倍希釈液の平均吸光度は 0.124 以下でなけ

ればならない。 

 
付記１ Sf 細胞 

Spodoptera frugiperda 卵巣由来細胞 

 
付記２ 参照抗原１ 

ワクチンの製造方法で製造されたもので、PCV2ORF2 抗原として約８μ g/mL 含むもの。 

更新する場合には、元の参照抗原１に対する相対力価を求めておき、原液の相対力価測定時

には元の参照抗原１と同等の抗原量となるよう調製する。 

 
付記３ 陰性対照 

Sf 細胞培養液にワクチンのアジュバントを 20vol ％含むもの 

 
付記４ 陽性対照抗原１ 

ワクチンの製造方法で製造されたもので、参照抗原１に対する相対力価 4.45  の PCV2ORF2 

抗原液 31mL に対して生理食塩液９ mL を加えたもの。 

更新する場合には、元の陽性対照抗原１との相対力価が統計的に同等になるよう調製する。 

 
付記５ 抗 PCV2ORF2 豚 IgG 

ワクチンで免疫した CDCD（帝王切開由来初乳未摂取）豚血清から精製した抗 PCV2ORF2 豚 

IgG であって、間接蛍光抗体価が 1,500 倍以上のもの。

吸着用緩衝液（付記 14）で希釈して用いる。 

 
付記６ 抗 PCV2ORF2 モノクローナル抗体 

PCV2ORF2 に特異的なモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ細胞 6C4-2-4A3-5D10 

の培養上清 

 
付記７ 酵素標識抗体 

ペルオキシダーゼ標識した抗マウス IgG（H+L）山羊血清 

 
付記８ 洗浄・希釈液 

1,000mL 中 

塩化ナトリウム 8.0 g 
塩化カリウム 0.2 g 
無水リン酸水素二ナトリウム 1.15 g 

リン酸二水素カリウム 0.2 g 
ポリソルベート 20 0.5 mL 



水 残 量 

pH を 7.2 ～ 7.4 に調整する。 

 
付記９ ブロッキング液 

洗浄・希釈液に脱脂粉乳を 5.0 w/v ％になるように加えたもの 

 
付記 10 １ vol ％兎血清加希釈用緩衝液 

洗浄・希釈液に兎正常血清を１ vol ％になるように加えたもの 

 
付記 11 基質液 

A 液：テトラメチルベンチジン 0.4g を 26vol ％ N,N-ジメチルホルムアミド溶液 1,000mL で溶

解したもの 

B 液：クエン酸緩衝液に 0.02vol ％過酸化水素水を含む液

使用時に A 液と B 液を等量混合して用いる。 

 
付記 12 統計学的計算方法 

動物医薬品検査所が適当と認めたもの 

 
付記 13 参照抗原２（参照ワクチン） 

「豚サーコウイルス（２型・組換え型）感染症（カルボキシビニルポリマー加）不活化ワク

チン」であって、動物医薬品検査所が適当と認めたもの。 

参照抗原１に対する相対力価 4.45 の PCV2ORF2 抗原液を 52%、アジュバントを 20%及び生

理食塩液を 28%含む。 

更新する場合は、相対力価が 1.0 であり、元の参照抗原２と同等の免疫原性を確認したもの

とする。 

付記 14 陽性対照抗原２ 

参照抗原１に対する相対力価 4.45 の PCV2ORF2 抗原液を 80vol ％及びアジュバントを 

20vol ％含むもの。 

更新する場合は、元の陽性対照抗原２との相対力価が統計的に同等になるよう調製する。 

 
付記 15 吸着用緩衝液 

1,000mL 中 

炭酸水素ナトリウム 2.93 g 
無水炭酸ナトリウム 1.59 g 
水 残 量 

pH を 9.5 ～ 9.7 に調整する。 



 
 

豚サーコウイルス（２型・組換え型）感染症（酢酸トコフェ 

ロール・油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 
 

平成30年９月11日（告示第2046号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した組換え豚サーコウイルス２型オープンリーディングフレーム２（以

下この項において「PCV2ORF2」という。）遺伝子挿入バキュロウイルスを同規格に適合した培養細胞で

増殖させて得たウイルス液を不活化し、酢酸トコフェロール及び油性アジュバントを添加したワク

チンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

PCV2ORF2 遺伝子組換えオートグラファ核多角体ウイルス（AcNPV)BacPCV2-Orf2 ; 98-99 株又

はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

Sf21 細胞（付記１）で増殖する。PCV2ORF2 特異的プライマーを用いて増幅した DNA 断片の塩

基配列は、核酸を供与した豚サーコウイルス２型と同じである。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、Sf21 細胞で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルス   から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、Sf21 細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、Sf21 細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

プロダクションシードウイルスを保存する場合には、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

Sf21 細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製剤ごとに農林水産大臣が適当と認めた培養液を用いる。 



2.2.3 マスターセルシード

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、－ 70 ℃以下で保存する。

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければ

ならない。 

2.2.4 ワーキングセルシード

2.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.5 プロダクションセルシード

2.2.5.1 増殖及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.3 原液

2.3.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の製造用細胞に異常を認め

てはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期の培養液を超音波

処理したものを不活化前原液とする。 

不活化前原液について、3.3 の試験を行う。

2.3.3 不活化

不活化前原液に製剤ごとに農林水産大臣が適当と認めた不活化剤を加えて不活化し、遠心した上

清を原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液に適量のアジュバントを添加し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。 

小分製品について、3.5 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 製造用株の試験

3.1.1 マスターシードウイルスの試験

3.1.1.1 同定試験

シードロット規格の 1.4.2.3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験



3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合

には、その試験方法とする。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水

産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 

3.1.1.5 組換え遺伝子等安定性確認試験

一般試験法の組換え遺伝子安定性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験

3.1.2.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験

3.1.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験

3.2.1 マスターセルシードの試験

3.2.1.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.2 起源動物種同定試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合

には、その試験方法とする。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験



豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、農林水

産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.7 腫瘍形成性/腫瘍原性試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき適合しなければならない。

3.2.2 ワーキングセルシードの試験

3.2.2.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験

3.2.3.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.3.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 不活化前原液の試験 

3.3.1 ウイルス含有量試験

3.3.1.1 試験材料

3.3.1.1.1 試料

検体を Sf9 細胞（付記２）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.1.1.2 培養細胞

Sf9 細胞を用いる。

3.3.1.2 試験方法

試料 0.1mL ずつをそれぞれ 96 穴マイクロプレートの４穴以上に分注し、28 ℃で５日間培養する。

培養後、96vol ％冷エタノールで固定し、蛍光抗体法を用いて特異蛍光の有無を観察する。ただし、

農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 

3.3.1.3 判定

特異蛍光を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.0TCID50 以上でなければならない。ただし、農林水産大臣が

特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。 

3.4 原液の試験

3.4.1 不活化試験

3.4.1.1 試験材料

3.4.1.1.1 試料

検体を試料とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試料とする。 

3.4.1.1.2 培養細胞

Sf9 細胞を用いる。

3.4.1.2 試験方法



試料をローラーボトルに単層を形成した培養細胞に 25mL ずつ接種し、28 ℃で 60 分間吸着した

後、ウイルス増殖用培養液を加え、28 ℃で３～４日間培養後、接種した培養細胞を継代し、更に 28 ℃
で 10 ～ 11 日間培養し、観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法と

する。 

3.4.1.3 判定

培養細胞に CPE を認めてはならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その判定方

法とする。 

3.4.2 抗原定量試験

3.4.2.1 試験材料

3.4.2.1.1 試料

検体を希釈液（付記３）で 5,000 倍に希釈し、試料とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた

場合には、その試料とする。 

3.4.2.2 試験方法

モノクローナル抗体吸着プレート（付記４）に希釈液を 100 μ L ずつ全穴に加える。試料、参照

陽性抗原（付記５）及び参照標準抗原（付記６）各 200 μ L を希釈液で 1.5 倍階段希釈し、37 ℃で 60 

分反応させる。一部、希釈液のみのブランク対照を設定する。反応後、洗浄液（付記７）で洗浄し、ビ

オチン標識化 PCV2 特異的モノクローナル抗体（付記８）100 μ L を各穴に加える。37 ℃で 60 分

間反応後、洗浄液で洗浄し、ペルオキシダーゼ標識アビジン液（付記９）100 μ L を各穴に加える。

37 ℃で 45 分間反応後、洗浄液で洗浄し、基質液（付記 10）を各穴に 100 μ L ずつ加え、常温で反

応させた後、２ mol/L 硫酸を各穴に 50 μ L ずつ加え、反応を停止させ、波長 450nm で吸光度を測

定する。参照陽性抗原の吸光度から検量線を作成し、これから試料の抗原の単位を算出する。このとき、

ブランク対照の平均吸光度は、0.05 以下でなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場

合には、その試験方法とする。 

3.4.2.3 判定

試料中の ELISA 抗原価は、5,000 単位/mL 以上でなければならない。ただし、農林水産大臣が特

に認めた場合には、その抗原量とする。 

3.4.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5 小分製品の試験

3.5.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、上層は、乳白色、不透明及び水様の懸濁液で

あり、底面に淡黄褐色の沈殿物を認める。撹拌後は、乳白色、不透明及び水様の懸濁液となる。ま

た、異物及び異臭を認めてはならず、小分容器ごとの性状は均一でなければならない。 

3.5.2 pH 測定試験

一般試験法の pH 測定試験法を準用して試験するとき、pH は固有の値を示さなければならない。

3.5.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 アジュバント定量試験

3.5.4.1 酢酸トコフェロール定量試験

日本薬局方のトコフェロール酢酸エステルの定量法を準用して試験するとき、酢酸トコフェロー

ルの含有量は、１ mL 中 11.8mg ～ 13.2mg でなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認め

た場合には、その試験方法とする。 

3.5.4.2 軽質流動パラフィン定量試験

試験品の全量を乾燥させた活性アルミナ約 50g を充てんしたガラスカラムに吸着させた後、約

250mL の n-ヘキサンを流す。n-ヘキサンを留去後、残留分の質量から軽質流動パラフィンの含有量



を求めるとき、軽質流動パラフィンの含有量は、１ mL 中 155mg ～ 191mg でなければならない。

3.5.5 毒性限度確認試験

一般試験法の毒性限度確認試験法１を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、

試験品の注射量は 0.3mL とし、注射後の体重測定は５日目に行う。

3.5.6 力価試験

3.5.6.1 又は 3.5.6.2 のいずれかを実施する。

3.5.6.1 鶏を用いた試験

3.5.6.1.1 試験材料

3.5.6.1.1.1 注射材料

試験品２ mL をプラセボ（付記 11）で４倍に希釈したものを注射材料とする。

3.5.6.1.1.2 試験動物

生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の３～４週齢の鶏を用いる。ただし、農林水産大臣が特に

認めた場合には、その規格の鶏を用いる。 

3.5.6.1.2 試験方法

試験動物 10 羽を試験群、５羽を対照群とする。注射材料 0.1mL を試験群の筋肉内に注射する。

対照群にはプラセボを筋肉内注射する。注射時及び注射 28  日後に得られた各個体の血清について

ELISA により抗体価を測定する。

抗原吸着プレート（付記 12）の 12 列目を除く各穴に希釈液を 100 μ L ずつ分注し、非働化した

各被検血清を 50 μ L 加え、３倍階段希釈する。希釈液で５倍に希釈した参照標準血清（付記 13）
を 50 μ L 加え、３倍階段希釈する。希釈液で５倍及び 16 倍に希釈した参照陽性血清（付記 14）
及び参照陰性血清（付記 15）をそれぞれ 12 列目の４穴に 100 μ L 加える。11 列目の２穴をブラン

ク対照とする。37 ℃で 60 分間反応させた後、洗浄液で洗浄し、ビオチン標識化 PCV2 特異モノク

ローナル抗体を各穴に 100 μ L ずつ加え、37 ℃で 60 分間反応させる。洗浄液で洗浄し、ペルオキ

シダーゼ標識アビジン液を各穴に 100 μ L ずつ加え、37 ℃で 45 分間反応させる。洗浄液で洗浄し、

基質液を各穴に 100 μ L ずつ加え、常温、暗所で反応させた後、２ mol/L 硫酸を各穴に 50 μ L ず
つ加え、反応を停止させる。波長 450nm で吸光度を測定し、以下の式から被検血清及び参照標準血

清の抗体価（log2）を求める。

50 ％阻止吸光度＝（参照陰性血清の吸光度の平均－参照陽性血清の吸光度の平均）/ ２
カットオフ吸光度＝ 50 ％阻止吸光度＋参照陽性血清の吸光度の平均

各血清の抗体価＝ log2｛吸光度 A を示す各血清の希釈倍数＋（カットオフ吸光度－吸光度 A /
吸光度 B －吸光度 A）×（吸光度 B を示す各血清の希釈倍数－吸光度 A を示す

各血清の希釈倍数｝ 

吸光度 A 及び吸光度 B：被検血清及び参照標準血清におけるカットオフ吸光度を挟む２点（吸

光度 A ＜吸光度 B）の吸光度

3.5.6.1.3 判定

試験動物の注射 28 日後の抗体価の平均値は 4.5   log2  以上でなければならない。対照群の注射 28 

日後の抗体価の平均値は 2.0   log2  以下でなければならない。この際、ブランク対照の平均吸光度は

1.000 以上、参照陽性血清の最小吸光度は 0.200 未満、参照陰性血清の最大吸光度は 1.000 以上でな

ければならず、参照標準血清の抗体価は 8.0 log2 ～ 10.0 log2 を示さなければならない。

3.5.6.2 モルモットを用いた試験

3.5.6.2.1 試験材料

3.5.6.2.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.5.6.2.1.2 試験動物

体重約 350g のモルモットを用いる。



3.5.6.2.2 試験方法

試験動物 10 匹を試験群、５匹を対照群とする。注射材料0.25mLずつを試験群の筋肉内に注射し、

注射 28 日後に得られた各個体の血清について 3.5.6.1.2 を準用した ELISA により抗体価を測定する。

対照群は無接種とする。 

3.5.6.2.3 判定

試験群の抗体価の平均値は 6.2log2    以上でなければならない。対照群の抗体価の平均値は 2.0log2 

以下でなければならない。この際、ブランク対照の平均吸光度は 1.000  以上、参照陽性血清の最小

吸光度は 0.200 未満、参照陰性血清の最大吸光度は 1.000 以上でなければならず、参照標準血清の

抗体価は 8.0log2 ～ 10.0 log2 を示さなければならない。

付記１ Sf21 細胞

Spodoptera frugiperda 卵巣由来細胞

付記２ Sf9 細胞

Spodoptera frugiperda 卵巣由来細胞で Sf21 細胞のサブクローン

付記３ 希釈液 

1,000mL 中
リン酸水素二ナトリウム二水和物 35.58 g 

塩化ナトリウム 

ポリソルベート 80 

牛血清アルブミン（カオリン処理済み） 

水 

11.69 g 

0.5 g 

1.0 g 
残 量 

pH を 7.0 に調整し、ろ過滅菌する。

付記４ モノクローナル抗体吸着プレート 

PCV2 特異的モノクローナル抗体 3/1B4（付記 16）をモノクローナル抗体希釈液（付記 17）
で蛋白量として 100ng / mL になるように希釈し、96 穴マイクロプレートの各穴に 135 μ L ず
つ分注し、２～８℃で 16 ～ 24 時間静置し、洗浄液 300 μ L で４回洗浄後、カゼイン緩衝液（付

記 18）を 200 μ L ずつ分注し、37 ℃で１～２時間静置したもの。

付記５ 参照陽性抗原 

豚サーコウイルス（２型・組換え型）感染症（酢酸トコフェロール・油性アジュバント加） 

不活化ワクチン（以下、この項において「ワクチン」という。）と同じ方法で製造した PCV2 

の ORF2 蛋白で、PCV2ORF2 抗原の含有量が ELISA 抗原価 5,000 単位/mL 以上のもの。

ポリアクリルアミドゲル電気泳動した場合、約 28kDa に特異的なバンドを認め、また、3.3.2.2 
を準用した ELISA により波長 450nm の吸光度を測定した場合、吸光度 1.000 以上を示すもの。

付記６ 参照標準抗原 

ワクチンと同じ方法で製造した PCV2 の ORF2 蛋白で、PCV2ORF2 抗原の含有量が ELISA

抗原価 5,000 単位/mL と規定したもの。

ポリアクリルアミドゲル電気泳動した場合、約 28kDa に特異的なバンドを認め、また、3.3.2.2 

を準用した ELISA により波長 450nm の吸光度を測定した場合、吸光度 1.000 以上を示すもの。

付記７ 洗浄液 



1,000mL 中

無水リン酸水素二ナトリウム 1.15 g 

リン酸二水素カリウム 0.2 g 
塩化ナトリウム 37.2 g 

塩化カリウム 0.2 g 

ポリソルベート 20 1.5 g 

水 

pH を 7.0 に調整する。

残 量 

付記８ ビオチン標識化 PCV2 特異モノクローナル抗体

PCV2ORF2 に特異的モノクローナル抗体 5/6H12 をビオチンで標識したもので、希釈液で

1,200 倍に希釈して用いる。

付記９ ペルオキシダーゼ標識アビジン液 

ペルオキシダーゼで標識したアビジン液で、希釈液で希釈して用いる。 

付記 10 基質液

UP 緩衝液、0.6w/v ％ TMB 溶液及び水を１、0.185 及び 10 の割合で混合したもの。

UP 緩衝液：テトラメチルベンジジン基質液（酢酸ナトリウム三水和物 13.6g を 80mL の水に

溶解し、1.5mol/L のクエン酸一水和物で pH 5.5 に調整後、水を加えて 100mL としたもの）に

尿素過酸化水素 140mg を加えたもの。

0.6w/v ％ TMB 溶液：テトラメチルベンジジン６ g をジメチルスルホキシド 1,000mL で溶解

したもの。 

付記 11 プラセボ

ワクチンの成分のうち、主剤を基礎培地に置き換え、その他のアジュバント等の添加剤は、

ワクチンと同一成分、同一分量に調製したもの。

付記 12 抗原吸着プレート

PCV2 特異的モノクローナル抗体 3/1B4 をモノクローナル抗体希釈液で蛋白量として 100ng  / 

mL になるように希釈し、96 穴マイクロプレートの各穴に 135 μ L ずつ分注し、２～８℃で 16 

～ 24 時間静置し、洗浄液 300 μ L で４回洗浄後、カゼイン緩衝液を 200 μ L ずつ分注し、37 ℃
で１～２時間静置し、洗浄液 300 μ L で４回洗浄する。さらに、PCV2ORF2 抗原（付記19）を

希釈液で蛋白量として４μ g /  mL になるように希釈し、100 μ L ずつ分注し、37 ℃で１時間

静置し、洗浄液 300 μ L で４回洗浄したもの。

付記 13 参照標準血清

ワクチンで免疫した SPF 鶏群由来の血清で、PCV2ORF2 に対し抗体陽性のものを非働化した

もので、3.4.7.1.2 を準用した ELISA（以下、この項において「力価試験の ELISA」という。）

で測定したとき、抗体価 8.0 log2～ 10.0 log2を示すもの。

付記 14 参照陽性血清

ワクチンで免疫した生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の鶏から得た血清で、

PCV2ORF2 に対し抗体陽性のものを非働化したもので、力価試験の ELISA で測定したとき、

吸光度 0.200 未満を示すもの。



付記 15 参照陰性血清

生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の鶏から得た血清で、PCV2ORF2 に対し抗体陰性のも

のを非働化したもので、力価試験の ELISA で測定したとき、吸光度 1.000 以上を示すもの。

付記 16 PCV2 特異的モノクローナル抗体 3/1B4 

PCV2ORF2 に特異的なモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ培養細胞の培養上清を

アフィニティクロマトグラフィーで精製し、１ mL 中蛋白量として 600 μ g になるように調整

したもの。 

付記 17 モノクローナル抗体希釈液

1,000mL 中

炭酸ナトリウム 1.59 g 

炭酸水素ナトリウム 2.93 g 

水 残 量 

pH を 9.6 に調整し、ろ過滅菌する。

付記 18 カゼイン緩衝液

1,000mL 中

トリス 4.84 g 

スクロース 40.0 g 

Triton X-100 0.5 g 
カゼイン 2.0 g 

水 残 量 

水約 400mL にトリスを加え、溶解し、pH を 7.3 ～ 7.5 に調整した後、残りの試薬を加え、

水で 1,000mL とする。ろ過滅菌する。

付記 19 PCV2ORF2 抗原

ワクチンと同じ方法で製造した PCV2ORF2 蛋白抗原を不活化したもので、１mL中蛋白量と

して 200 μ g になるように調整したもの。ポリアクリルアミドゲル電気泳動した場合、約 28kDa 
に特異的なバンドを認めるもの。 



豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン（母豚用）（シード） 
 

平成23年５月11日（告示第 939号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒豚伝染性胃腸炎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濃縮し、凍結乾燥した母豚用のワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒豚伝染性胃腸炎ウイルス h-5 株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

豚腎初代若しくは継代細胞又は豚精巣初代細胞で CPE を伴って増殖する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続し

た工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代す

る。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖、継代及び保存 

プロダクションシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70  ℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

MPK-Ⅲ a 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード 

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70  ℃以下で 



保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければ

ならない。 

2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。 

2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.5.1 増殖、継代及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又はその遠心上清を、適当と認められた方法で濃縮したものを混合し

て、原液とする。 

原液について、3.3 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液を混合し、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて調整し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.4 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1  及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 



3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2  及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 



シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験 

3.3.2.1 試験材料 

3.3.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記）又は適当と認められた希釈液で 10 倍階段希釈し、各段階

の希釈液を試料とする。 

3.3.2.1.2 培養細胞 

豚精巣初代又は継代細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた

後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で５～７日間培養し、観察する。 

3.3.2.3 判定 

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 109.0TCID50 以上でなければならない。 

3.4 小分製品の試験 

3.4.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験 



一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験

3.3.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 107.0TCID50 以上でな

ければならない。 

3.4.7 安全試験

3.4.7.1 試験材料

3.4.7.1.1 接種材料

試験品を接種材料とする。 

3.4.７.1.2 試験動物

体重約 15kg の豚を用いる。

3.4.7.2 試験方法

試験動物４頭を試験群、１頭を対照群とする。接種材料 10  頭分及び１頭分をそれぞれ試験群の

２頭ずつの鼻腔内に噴霧する。対照群と共に同居飼育し、14  日間観察する。

3.4.7.3 判定

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.4.8 力価試験

3.4.8.1 試験材料

3.4.8.1.1 試験動物

3.4.7  の試験に用いた動物のうち、接種材料１頭分を接種した豚及び対照群の豚を用いる。

3.4.8.1.2 中和試験用ウイルス

豚伝染性胃腸炎ウイルス h-5 株又は適当と認められた株を用いる。

3.4.8.1.3 培養細胞

豚精巣初代又は継代細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.8.2 試験方法

3.4.7 の試験終了後 14 日目に、接種材料１頭分を接種した豚に、「豚伝染性胃腸炎不活化ワクチン」

１頭分を筋肉内に注射し、その後 14 日目に得られた各個体の血清について、中和試験を行う。被検血

清を非働化した後、２倍階段希釈し、各希釈血清 0.5mL と 0.1mL 中約 200TCID50 の中和試験用ウイ

ルス液 0.5mL とを混合し、37 ℃で 90 分間処理する。この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）

の培養細胞に接種し、37 ℃で 90 分間静置吸着させた後、ウイルス増殖用培養液を 0.5mLずつ加え、37 

℃で７日間培養し、観察する。

3.4.8.3 判定

培養細胞の２本（穴）以上に CPE 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。

試験群の中和抗体価は、256 倍以上でなければならない。この場合、対照群では、２倍未満でな

ければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後２年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

付記 ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

又はラクトアルブミン水解物 5.0   g 

牛又はやぎ血清 50 ～ 100   mL 



イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.4 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。



 

豚伝染性胃腸炎（アジュバント加）不活化ワクチン（シ 

ード） 
 

平成25年５月７日（告示第1495号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

 

1 定義 

シードロット規格に適合した豚伝染性胃腸炎ウイルスを同規格に適合した株化細胞で増殖させて

得たウイルス液を不活化し、アルミニウムゲルアジュバントを添加したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

弱毒豚伝染性胃腸炎ウイルス h-5 株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

豚腎初代若しくは継代細胞又は豚精巣初代細胞で CPE を伴って増殖する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続し 

た工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 

る。 

細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代す 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖、継代及び保存 

プロダクションシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 

以下で保存する。 

℃以下又は凍結乾燥して５℃ 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3  の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

MPK-Ⅲ 

2.2.2 培養液 

a 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード 

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2  の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器 



に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければ

ならない。 

2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。 

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。 

2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.5.1 増殖、継代及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液、遠心上清又はこれらを適当と認められた方法で濃縮したものをウイ

ルス浮遊液とする。 

ウイルス浮遊液について、3.3 の試験を行う。 

2.3.3 不活化 

ウイルス浮遊液にホルマリン又は適当と認められた不活化剤を加えて不活化し、不活化ウイルス

液とする。 

不活化ウイルス液について、3.4 の試験を行う。 

2.3.4 原液 

不活化ウイルス液を混合し、適当と認められたアルミニウムゲルアジュバントを加え、原液とす

る。 

原液について、3.5 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液を混合し、最終バルクとする。 

この場合、適当と認められた保存剤を加えてもよい。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。

小分製品について、3.6 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 



一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1  及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2  及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳 



炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、 

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 ウイルス浮遊液の試験 

3.3.1 ウイルス含有量試験 

3.3.1.1 試験材料 

3.3.1.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記）又は適当と認められた希釈液で 10 

の希釈液を試料とする。 

3.3.1.1.2 培養細胞 

倍階段希釈し、各段階 

豚精巣初代細胞又は適当と認められた細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.1.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた

後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。 

3.3.1.3 判定 

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ 

3.4 不活化ウイルス液の試験 

3.4.1 無菌試験 

mL 中 108.3TCID50 以上でなければならない。 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 不活化試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 

100 倍量以上のリン酸緩衝食塩液を用い、検体５ mL を４℃で１夜透析し、不活化剤を除去した

ものを試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

豚精巣初代細胞又は適当と認められた細胞を培養瓶に培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.2.2 試験方法 



試料の全量を１ mL につき３ cm2 以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 90 分間静置吸着させた後、

試料を抜き取り、ウイルス増殖用培養液を加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。 

3.4.2.3 判定 

培養細胞に CPE を認めない場合、活性ウイルス陰性と判定する。

検体に活性ウイルスを認めてはならない。 

3.5 原液の試験 

3.5.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6 小分製品の試験 

3.6.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する均質な懸濁液でなければ

ならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 pH 測定試験 

一般試験法の

い。 

3.6.3 無菌試験 

pH  測定試験法を準用して試験するとき、pH  は、固有の値を示さなければならな 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 ホルマリン定量試験 

ホルマリン添加製剤については、一般試験法のホルマリン定量法を準用して試験するとき、ホル

マリンの含有量は、0.2vol ％以下でなければならない。 

3.6.5 アルミニウム定量試験 

一般試験法のアルミニウム定量法を準用して試験するとき、アルミニウムの含有量は、１ mL 中 

3.46mg 以下でなければならない。 

3.6.6 マクロゴール定量試験 

マクロゴール添加製剤については、一般試験法のマクロゴール定量法を準用して試験するとき、

マクロゴールの含有量は、１ mL 中 1.0mg 以下でなければならない。 

3.6.7 異常毒性否定試験 

一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.8 力価試験 

3.6.8.1 試験材料 

3.6.8.1.1 注射材料 

試験品をリン酸緩衝食塩液で 10 倍に希釈したものを注射材料とする。 

3.6.8.1.2 試験動物 

約４週齢のハムスターを用いる。 

3.6.8.1.3 中和試験用ウイルス 

豚伝染性胃腸炎ウイルス h-5 株又は適当と認められた株を用いる。 

3.6.8.1.4 培養細胞 

豚精巣初代細胞又は適当と認められた細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.6.8.2 試験方法 

注射材料１ mL  ずつを５匹の試験動物の腹腔内に注射し、14 日目に得られた各個体の血清につ 

いて中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、等量混合し、ウイルス増殖用培養液で２倍階段希釈する。各希釈血清 

0.5mL と 0.1mL 中約 200TCID50  の中和試験用ウイルス液 0.5mL とを混合し、37 ℃で 90 分間処理す 

る。この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）の培養細胞に接種し、37 ℃で 90 分間静置吸着

させた後、ウイルス増殖用培養液 0.5mL ずつを加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。 



3.6.8.3 判定 

培養細胞２本（穴）以上に CPE 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。

試験動物の中和抗体価は、16 倍以上でなければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後１年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

 

付記 ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス

又はラクトアルブミン水解物 

牛血清又はやぎ血清 

 

 

 

 
50 ～ 

 

 
2.95 g 

5.0 g 

100 mL 

イーグル MEM 又はアール液 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.4 に調整する。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



豚パルボウイルス感染症生ワクチン（シード） 

平成２４年７月４日(告示第１６２２号)新規追加 

令和 ２年２月５日(告示第 ２３１号)一部改正 

1 定義

シードロット規格に適合した弱毒豚パルボ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

イルス液を凍結乾燥させたワクチンである。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

弱毒豚パルボウイルス HT−/SK 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2 性状

子豚に注射しても、臨床上異常を認めず、ウイルス血症及びウイルス排出を認めない。また、妊娠豚

に注射しても、胎子・胎盤感染及び死亡を認めない。 

豚腎由来細胞に接種したとき、32 ℃での増殖は、37 ℃での増殖を上回る。

2.1.3 マスターシードウイルス

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、豚腎株化細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した

工程により作製し、保存用の容器に分注する。分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番

号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。

マスターシードウイルス  から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス

2.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、豚腎株化細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.5 プロダクションシードウイルス

2.1.5.1 増殖及び保存

プロダクションシードウイルスは、豚腎株化細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70  ℃以下又は凍結乾燥して５℃

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.2 製造用材料

2.2.1 培養細胞

豚腎株化細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。 

2.2.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 



分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければな

らない。 

2.2.4 ワーキングセルシード

2.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.5 プロダクションセルシード

2.2.5.1 増殖及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.3 原液

2.3.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認めて

はならない。 

2.3.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を混合し、原液とする。 

原液について、3.3 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液を混合し、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて調製し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。 

小分製品について、3.4 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 製造用株の試験

3.1.1 マスターシードウイルスの試験

3.1.1.1 同定試験

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1  及び

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。



3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験

3.1.2.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験

3.1.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験

3.2.1 マスターセルシードの試験

3.2.1.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.2 起源動物種同定試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2  及び

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。



3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.7 腫瘍形成試験／腫瘍原性試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 ワーキングセルシードの試験

3.2.2.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験

3.2.3.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.3.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験

3.3.2.1 試験材料

3.3.2.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.2.1.2 培養細胞

豚腎初代細胞、ESK 細胞又は適当と認められた細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用

いる。 

3.3.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつを４本以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた後、ウイルス増

殖用培養液１ mL を加え、31 ～ 32 ℃で 10 ～ 14 日間培養した後、ベロナール緩衝食塩液（付記２）

又はリン酸緩衝食塩液（以下この項において「PBS」という。）（付記３）で濃度を調整した 0.5vol 
％の被凝集性の鶏又はモルモットの赤血球浮遊液を 0.4mL ずつ加え、常温で 60 分間静置した後、

赤血球凝集の有無を観察する。 

3.3.2.3 判定

赤血球の凝集を認めたものを感染とみなし、TCID50          
を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 105.7TCID50 
以上でなければならない。

3.3.3 マーカー試験

3.3.3.1 試験材料

3.3.3.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.3.1.2 培養細胞

豚腎初代細胞、ESK 細胞又は適当と認められた細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用

いる。 



3.3.3.2 試験方法

試料 0.1mL ずつを８本以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた後、ウイルス増

殖用培養液１ mL を加え、２群に分け、31 ～ 32 ℃及び 37 ℃でそれぞれ 10 ～ 14 日間培養する。培

養終了時に、3.3.2.2 の赤血球浮遊液をそれぞれ 0.4mL ずつ加え、常温で 60 分間静置した後、赤血

球凝集の有無を観察する。 

3.3.3.3 判定

培養上清に赤血球の凝集を認めたものを感染とみなし、TCID
50  
を算出する。

検体のウイルス含有量は、32 ℃で培養するとき、37 ℃で培養する場合より 100 倍以上高くなけ

ればならない。 

3.4 小分製品の試験 

3.4.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな   

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな   

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省略 

することができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験

3.3.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 105.0TCID50 
以上でなけ

ればならない。 

3.4.7 安全試験

3.4.7.1 試験材料

3.4.7.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.4.7.1.2 試験動物

約１～２か月齢の豚を用いる。 

3.4.7.2 試験方法

試験動物２頭を試験群、１頭を対照群とする。注射材料１ mL ずつを試験群の動物の皮下に注射

し、対照群と共に同居飼育し、14 日間観察する。

3.4.7.3 判定

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.4.8 力価試験

3.4.8.1 試験材料

3.4.8.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.4.8.1.2 試験動物

体重約 350g のモルモットを用いる。



3.4.8.1.3 赤血球凝集抗原

赤血球凝集抗原（付記４）を用いる。 

3.4.8.2 試験方法

注射材料５ mL ずつを、５匹の試験動物の腹腔内に４週間隔で２回注射し、２回目の注射後 14 日
目に得られた各個体の血清について、赤血球凝集抑制試験を行う。 

被検血清をベロナール緩衝食塩液又は PBS で５倍に希釈し、等量の 25w/v ％カオリン液を加え、

常温で 20 分間処理する。遠心後の上清に鶏又はモルモットの赤血球を加え、常温で 15 分間処理し、

再度遠心し、上清を採取する。これをベロナール緩衝食塩液又は PBS で２倍階段希釈し、各段階の

希釈液に８単位の赤血球凝集抗原を等量加え、４℃で１夜処理する。これに 3.3.2.2 の赤血球浮遊液

を加え、常温で 60 分間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。

3.4.8.3 判定

赤血球凝集を抑制した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。  

赤血球凝集抑制抗体価 20 倍以上を赤血球凝集抑制抗体陽性とする。

試験動物の赤血球凝集抑制抗体陽性率は、80 ％以上でなければならない。

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とす

る。 

付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 
牛血清 

又は牛血清アルブミン

イーグル MEM

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.0 ～ 7.4 に調整する。

20 ～ 50 mL 

1   g 
残 量 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

付記２ ベロナール緩衝食塩液（pH7.0）

1,000mL 中
バルビタール 0.575 g 

バルビタールナトリウム 0.375 g 
塩化ナトリウム 

水 

8.5 
残 

g 
量 

付記３ リン酸緩衝食塩液 

1,000mL 中
塩化ナトリウム 8.0 g 
塩化カリウム 0.2 g 
リン酸水素二ナトリウム十二水和物 2.9 g 
リン酸二水素カリウム

水

0.2 
残 

g 
量 

塩酸で pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

付記４ 赤血球凝集抗原 



豚パルボウイルス 90HS 株又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原で、赤

血球凝集価が 64 倍以上のもの。



豚パルボウイルス感染症不活化ワクチン(シード) 

 
平成２４年７月４日(告示第１６２２号)新規追加 

令和 ２年２月５日(告示第 ２３１号)一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した豚パルボウイルスを、同規格に適合した株化細胞で増殖させて得た

ウイルス液を不活化したワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 名称 

豚パルボウイルス 90HS 株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2 性状 

豚腎初代又は継代細胞で増殖し、モルモット及び鶏の赤血球を凝集する。 

2.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工程により作製し、

保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。 

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃ 以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、適当と認められた培養細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃ 以下又は凍結乾燥して５℃ 

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 培養細胞 

豚腎株化細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。 

2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード 

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の番号又は製造番号を付し、凍結して－ 70 ℃ 以下で保存

する。 



マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。 

マスターセルシードからプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければな

らない。 

2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃ 以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。 

2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖する。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃ 以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 

2.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、適当と認められた時期に個体別培養細

胞ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清をウイルス浮遊液とする。 

ウイルス浮遊液について、3.3 の試験を行う。 

2.3.3 不活化 

ウイルス浮遊液にホルマリン又は適当と認められた不活化剤を加えて不活化し、不活化ウイルス

液とする。 

不活化ウイルス液について、3.4 の試験を行う。 

2.3.4 原液 

不活化ウイルス液を混合し、原液とする。

原液について、3.5 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

原液を混合し、最終バルクとする。 

この場合、適当と認められた保存剤を加えてもよい。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、小分製品とする。

小分製品について、3.6 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 



3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 



シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 ウイルス浮遊液の試験 

3.3.1 ウイルス含有量試験 

3.3.1.1 試験材料 

3.3.1.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.1.1.2 培養細胞 

豚腎初代若しくは継代細胞又は適当と認められた細胞を小試験管に培養し、単層となったものを

用いる。 

3.3.1.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させた後、ウ

イルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で 10 日間培養した後、ベロナール緩衝食塩液（付記２） 

又はリン酸緩衝食塩液（以下この項において「PBS」という。）（付記３）で濃度を調整した

0.5vol ％の非凝集性の鶏又はモルモットの赤血球浮遊液をそれぞれ 0.4mL ずつ加え、室温で 60 

分間静置した後、赤血球凝集の有無を観察する。 

3.3.1.3 判定 

赤血球の凝集を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 105.0TCID50 以上でなければならない。 

3.4 不活化ウイルス液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 不活化試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 

100 倍量以上のリン酸緩衝食塩液を用い、検体５ mL を４℃で１夜透析し、不活化剤を除去した

ものを試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

豚腎初代又は継代細胞を培養瓶で培養し、単層となったものを用いる。 



3.4.2.2 試験方法 

試料の全量を１ mL につき３ cm2 以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間静置吸着させる。試

料を抜き取り、ウイルス増殖用培養液を加え、37 ℃で 10 日間培養した後、培養上清に 3.3.1.2 の赤

血球浮遊液を等量加え、室温で 60 分間静置した後、赤血球凝集の有無を観察する。 

3.4.2.3 判定 

赤血球の凝集を認めない場合、活性ウイルス陰性と判定する。

検体に活性ウイルスを認めてはならない。 

3.5 原液の試験 

3.5.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6 小分製品の試験 

3.6.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する液体でなければならず、

異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.6.2 pH 測定試験 

一般試験法の pH 測定試験法を準用して試験するとき、pH は、固有の値を示さなければならな

い。 

3.6.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.4 ホルマリン定量試験 

ホルマリン添加製剤については、一般試験法のホルマリン定量法を準用して試験するとき、ホル

マリンの含有量は、0.2vol ％以下でなければならない。 

3.6.5 異常毒性否定試験 

一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.6.6 力価試験 

3.6.6.1 試験材料 

3.6.6.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.6.6.1.2 試験動物 

体重約 300g のモルモットを用いる。 

3.6.6.1.3 赤血球凝集抗原 

豚パルボウイルス 90HS 株又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原（付記４） 

を用いる。 

3.6.6.2 試験方法 

注射材料２ mLずつを、５匹の試験動物の皮下に注射し、28 日目に得られた各個体の血清につい

て、赤血球凝集抑制試験を行う。 

被検血清をベロナール緩衝食塩液又は PBS で５倍に希釈し、等量の 25w/v ％カオリン液を加

え、室温で 20 分間処理する。遠心後の上清に鶏又はモルモットの赤血球を加え、室温で 15 分間処

理し、再度遠心し、上清を採取する。これをベロナール緩衝食塩液又は PBS で２倍階段希釈し、

各段階の希釈液に８単位の赤血球凝集抗原を等量加え、４℃で１夜処理する。これに 3.3.1.2 の赤血

球浮遊液を加え、室温で 60 分間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。 

3.6.6.3 判定 

赤血球凝集を阻止した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。

赤血球凝集抑制抗体価 80 倍以上を赤血球凝集抑制抗体陽性とする。 



試験動物の赤血球凝集抑制抗体陽性率は、80 ％以上でなければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後１年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

 
付記１ ウイルス増殖用培養液  
 1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95   g 

 牛血清アルブミン 

イーグル MEM 

炭酸水素ナトリウムで pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

1.1   g 
残 量 

付記２ ベロナール緩衝食塩液（pH7.0） 

1,000mL 中 

バルビタール 

 

 
 

0.575 

 

 
 

g 

 バルビタールナトリウム 0.375 g 

 塩化ナトリウム 8.5 g 
水 残 量 

 
付記３ リン酸緩衝食塩液 

1,000mL 中 

塩化ナトリウム 8.0   g 

塩化カリウム 0.2   g 

リン酸水素二ナトリウム十二水和物 2.9   g 

リン酸二水素カリウム 0.2   g 

水 残 量 

塩酸で pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。 

 
付記４ 赤血球凝集抗原 

豚パルボウイルス 90HS 株又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原であっ

て、赤血球凝集価が 64 倍以上のもの。 



豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン（シード） 

平成２４年３月１３日（告示第６７５号）新規追加 

令和 ２年２月 ５日（告示第２３１号）一部改正 

1 定義

シードロット規格に適合した弱毒豚繁殖・呼吸障害症候群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凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス JJ1882 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2 性状

MA-104 細胞で CPE を伴って増殖し、感染価は、１ mL 当たり 106.0TCID50 以上に達する。

2.1.3 マスターシードウイルス

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、MA104 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工

程により作製し、保存用容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 35 ℃以

下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。

マスターシードウイルスから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。

2.1.4 ワーキングシードウイルス

2.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、MA-104 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 35 ℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.5 プロダクションシードウイルス

2.1.5.1 増殖及び保存

プロダクションシードウイルスは、MA-104 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 35 ℃以下で保存する。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.2 製造用材料

2.2.1 培養細胞

MA-104 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。

2.2.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器に

分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 



マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシードから

プロダクションセルシードまでの最高継代数は、20 代以内でなければならない。 

2.2.4 ワーキングセルシード

2.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.5 プロダクションセルシード

2.2.5.1 増殖及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.3 原液

2.3.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセルシー   

ドに異常を認めてはならない。

2.3.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、適当と認められた時期に個体別培養細

胞ごとに採取した培養液を原液とする。 

原液について、3.3 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液に適当と認められた安定剤を加え、これを最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。 

小分製品について、3.4 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 製造用株の試験

3.1.1 マスターシードウイルスの試験

3.1.1.1 同定試験

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験

内在性レトロウイルス（Ｃ、Ｄタイプ粒子）について、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法   

の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験をするとき、適合しなければならない。

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験

牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウ 



イルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな 

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら 

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験

3.1.2.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験

3.1.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験

3.2.1 マスターセルシードの試験

3.2.1.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.2 起源動物種同定試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス（Ｃ、Ｄタイプ粒子）について、一

般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験をするとき、適合しなければ

ならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験

牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。



3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 ワーキングセルシードの試験

3.2.2.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験

3.2.3.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.3.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験

3.3.2.1 試験材料

3.3.2.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.2.1.2 細胞

MA-104 細胞又は適当と認められた培養細胞を 96 穴プレートに培養し、単層となったものを用い

る。 

3.3.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつをそれぞれ６穴以上の培養細胞に接種し、37 ℃で８日間培養し観察する。

3.3.2.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 106.0TCID50 以上でなければならない。

3.4 小分製品の試験

3.4.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな   

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな   

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験

  一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただ

し、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省略するこ 



とができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験

3.3.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 104.9 ～ 10 6.7TCID50 の

範囲内でなければならない。 

3.4.7 安全試験

3.4.7.1 試験材料

3.4.7.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.4.7.1.2 試験動物

３～４週齢の豚を用いる。 

3.4.7.2 試験方法

注射材料１頭分ずつを２頭の試験動物の頚部筋肉内に注射し、21 日間観察する。

3.4.7.3 判定

観察期間中、異常を認めてはならない。 

3.4.8 力価試験

3.4.8.1 試験材料

3.4.8.1.1 試験動物

3.4.7 の試験に用いた動物を用いる。

3.4.8.1.2 感染細胞

MA-104 細胞を８チャンバースライドに 37 ℃で培養し、単層を形成させたものに豚繁殖・呼吸障

害症候群ウイルス JJ1882 株を１チャンバー当たり 103.5 TCID50 以上接種する。37 ℃で１～２日間培

養した後、生理食塩液及び蒸留水で洗浄し、乾燥する。その後、冷アセトン・エタノール（１：１）液で固

定した後乾燥させたものを感染細胞とし、８℃以下で密封保存する。 

3.4.8.2 試験方法

3.4.7 の試験終了後７日目に得られた各個体の血清について、蛍光抗体法を行う。

被検血清を生理食塩液で 20 倍希釈した後、更に２倍階段希釈する。感染細胞に各希釈液を加え、

37 ℃で 60 分間処理した後、生理食塩液で洗浄し、抗豚 IgG 蛍光標識抗体（付記２）を加え、37 ℃
で 60 分間処理した後、生理食塩液で洗浄し、UV 励起方式で観察する。

3.4.8.3 判定

特異蛍光が認められた血清の最高希釈倍数を抗体価とする。 

試験動物の抗体価は、40 倍以上でなければならない。

4 貯法及び有効期間 
有効期間は、製造後２年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間と

する。 

付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

牛胎子血清 20 ～ 50 mL 

イ－グル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.0 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

付記２ 抗豚IgG 蛍光標識抗体

抗豚IgG 血清からγ一グロブリンを調製し、これを蛍光色素で標識したもの。



豚流行性下痢生ワクチン（シード） 

平成 23 年 ５月 11 日(告示第 939 号) 新規追加

令和 ２ 年 ２月 ５ 日(告示第 231 号) 一部改正

1 定義

シードロット規格に適合した弱毒豚流行性下痢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凍結乾燥したワクチンである。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

弱毒豚流行性下痢ウイルス P-5V 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2 性状

幼若豚にほとんど病原性を示さない。 

Vero 細胞でトリプシンを添加することなく CPE を伴って増殖する。

トリプシンに感受性を示し、トリプシン非添加培養液で測定した時のウイルス含有量は、トリプ

シン添加培養液で測定した時より 100 倍以上高い。

2.1.3 マスターシードウイルス

2.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工程

により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチン製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルスか

ら小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.4 ワーキングシードウイルス

2.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.5 プロダクションシードウイルス

2.1.5.1 増殖、継代及び保存

プロダクションシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.2 製造用材料

2.2.1 培養細胞

Vero 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。

2.2.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3 マスターセルシード

2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.2  の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器



に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシード

からプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければならない。

2.2.4 ワーキングセルシード

2.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.5 プロダクションセルシード

2.2.5.1 増殖、継代及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.3 原液

2.3.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。

2.3.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又はその遠心上清を混合し、原液とする。 

原液について、3.3 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液に、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて混合し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.4 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 製造用株の試験

3.1.1 マスターシードウイルスの試験

3.1.1.1 同定試験

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス（C、D   タイプ粒子）について、一



般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければ

ならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験

3.1.2.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験

3.1.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験

3.2.1 マスターセルシードの試験

3.2.1.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.2 起源動物種同定試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス（C、D タイプ粒子）について、一

般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければ

ならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎



ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 ワーキングセルシードの試験

3.2.2.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験

3.2.3.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.3.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験

3.3.2.1 試験材料

3.3.2.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.2.1.2 培養細胞

Vero  細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。

3.3.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた後、

ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃５ vol ％炭酸ガス下で７日間培養し、観察する。

3.3.2.3 判定

培養細胞に CPE  を認めたものを感染とみなし、TCID50  を算出する。検体のウイルス含有量は、

１ mL 中 106.3TCID50 以上でなければならない。

3.3.3 マーカー試験

3.3.3.1 試験材料

3.3.3.1.1 試料

検体を希釈液（付記２）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.3.1.2 培養細胞

Vero  細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。

3.3.3.1.3 培養液

ウイルス増殖用培養液及び希釈液に結晶トリプシンを１ mL 中２μ g 加えたトリプシン添加培養

液を用いる。 

3.3.3.2 試験方法



試料の 0.1mL ずつを、希釈液で２回洗浄したそれぞれ８本（穴）の培養細胞に接種し、２群に

分ける。ウイルス増殖用培養液又はトリプシン添加培養液をそれぞれ１本（穴）当たり 0.5mL ずつ

加え、37 ℃５ vol ％炭酸ガス下で７日間培養し、観察する。

3.3.3.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

ウイルス増殖用培養液で測定したウイルス含有量は、トリプシン添加培養液で測定したウイルス

含有量と比べ 100 倍以上高くなければならない。

3.4 小分製品の試験 
3.4.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。 

小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験

3.3.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 104.5TCID50 以上でな

ければならない。 

3.4.7 安全試験

3.4.7.1 試験材料

3.4.7.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.4.7.1.2 試験動物

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。

3.4.7.2 試験方法

試験動物４頭を試験群、１頭を対照群とする。注射材料 10  頭分及び１頭分をそれぞれ試験群の

２頭ずつの筋肉内に注射し、対照群と共に同居飼育し、14 日間観察する。

3.4.7.3 判定

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.4.8 力価試験

3.4.8.1 試験材料

3.4.8.1.1 試験動物

3.4.7  の試験に用いた注射材料１頭分を注射した試験群及び対照群の動物を用いる。

3.4.8.1.2 中和試験用ウイルス

Vero 細胞で増殖させた豚流行性下痢ウイルス P-5V 株を用いる。

3.4.8.1.3 培養細胞

細胞増殖用培養液（付記３）で調整した Vero 細胞浮遊液を用いる。



3.4.8.2 試験方法

3.4.7 の試験終了後７日目に、注射材料１頭分を注射した試験群に、更に１頭分を筋肉内に注射し、

その７日目に試験群及び対照群から得られた各個体の血清について、中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で２倍階段希釈する。各希釈血清 0.5mL  と

0.1mL 中約 200TCID50 を含む中和試験用ウイルス液 0.5mL とを混合し、37 ℃で 90 分間処理する。

この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）に接種し、Vero 細胞浮遊液 0.5mL ずつを加え、37 

℃５ vol ％炭酸ガス下で７日間培養し、観察する。

3.4.8.3 判定

培養細胞の２穴以上に CPE 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。

試験群の中和抗体価は、16 倍以上でなければならない。この場合、対照群は２倍未満でなければ

ならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後２年３か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期

間とする。 

付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

牛又はやぎ血清 50   mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウム液で pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

牛又はやぎ血清は、豚流行性下痢ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用いる。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記２ 希釈液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウム液で pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記３ 細胞増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

牛又はやぎ血清 100 ～ 150 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウム液で pH を 7.2 ～ 7.4 に調整する。

牛又はやぎ血清は、豚流行性下痢ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用いる。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン（シード） 

平成23年５月11日（告示第 939号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第 231号）  一部改正 

1 定義

シードロット規格に適合した弱毒豚伝染性胃腸炎ウイルス及び弱毒豚流行性下痢ウイルスをそれ

ぞれ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混合し、凍結乾燥したワクチンであ

る。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 豚伝染性胃腸炎ウイルス

2.1.1.1 名称

弱毒豚伝染性胃腸炎ウイルス h-５株又はこれと同等と認められた株

2.1.1.2 性状

豚腎初代若しくは継代細胞又は豚精巣初代細胞で CPE を伴って増殖する。

2.1.1.3 マスターシードウイルス

2.1.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続し

た工程により作製し、保存用の容器に保存する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.1.4 ワーキングシードウイルス

2.1.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代す

る。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.1.5 プロダクションシードウイルス

2.1.1.5.1 増殖、継代及び保存

プロダクションシードウイルスは、MPK-Ⅲ a 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70  ℃以下又は凍結乾燥して５℃

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.1.2 豚流行性下痢ウイルス

2.1.2.1 名称

弱毒豚流行性下痢ウイルス P-5V 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2.2 性状

Vero 細胞でトリプシンを添加することなく CPE を伴って増殖する。

2.1.2.3 マスターシードウイルス

2.1.2.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数

マスターシードウイルスは、Vero  細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させ、連続した工



程により作製し、保存用の容器に保存する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.2.4 ワーキングシードウイルス

2.1.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。

2.1.2.5 プロダクションシードウイルス

2.1.2.5.1 増殖、継代及び保存

プロダクションシードウイルスは、Vero 細胞又は適当と認められた培養細胞で増殖させる。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃

以下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。

2.2 製造用材料

2.2.1 豚伝染性胃腸炎ウイルス

2.2.1.1 培養細胞

MPK-Ⅲ a 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。

2.2.1.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.1.3 マスターセルシード

2.2.1.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.1.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシード

からプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければならない。

2.2.1.4 ワーキングセルシード

2.2.1.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.1.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70  ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.1.5 プロダクションセルシード

2.2.1.5.1 増殖、継代及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.1.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.2.2 豚流行性下痢ウイルス

2.2.2.1 培養細胞

Vero 細胞又は製造に適当と認められた株化細胞を用いる。



2.2.2.2 培養液

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.2.3 マスターセルシード

2.2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数

マスターセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以下で

保存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1 の試験を行う。

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシード

からプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20  代以内でなければならない。

2.2.4 ワーキングセルシード

2.2.4.1 増殖、継代及び保存

ワーキングセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－ 70  ℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2 の試験を行う。

2.2.5 プロダクションセルシード

2.2.5.1 増殖、継代及び保存

プロダクションセルシードは、2.2.2.2 の培養液で増殖させる。

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3 の試験を行う。

2.3 原液

2.3.1 豚伝染性胃腸炎ウイルス原液

2.3.1.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。

2.3.1.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.1.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細

胞ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を原液とする。 

原液について、3.3.1 及び 3.3.2.1 の試験を行う。

2.3.2 豚流行性下痢ウイルス原液

2.3.2.1 プロダクションセルシードの培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。

2.3.2.2 ウイルスの培養

プロダクションシードウイルスを 2.3.2.1 の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細

胞ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を原液とする。 

原液について、3.3.1、3.3.2.2 及び 3.3.3 の試験を行う。

2.4 最終バルク 

各原液を混合し、適当と認められた安定剤を加えて調整し、最終バルクとする。必要に応じて、

適当と認められた希釈液を加えることができる。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.4 の試験を行う。

3 試験法 



3.1 製造用株の試験

3.1.1 マスターシードウイルスの試験

3.1.1.1 同定試験

シードロット規格の 1.4.2.1.1.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性

ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

サル由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス

（C、D タイプ粒子）について、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用し

て試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.1、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験

3.1.2.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験

3.1.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験

3.2.1 マスターセルシードの試験

3.2.1.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。



3.2.1.2 起源動物種同定試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.3 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験

豚由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性

ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

サル由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び内在性レトロウイルス

（C、D タイプ粒子）について、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2 及び 3.1.1 を準用し

て試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳

炎ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.2、3.2.3、

3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.6 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験

シードロット規格の 2.1.4.2.1.7 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 ワーキングセルシードの試験

3.2.2.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.2.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験

3.2.3.1 培養性状試験

シードロット規格の 2.1.4.2.3.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.3.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験

3.3.2.1 豚伝染性胃腸炎ウイルス

3.3.2.1.1 試験材料



3.3.2.1.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）又は適当と認められた希釈液で 10 倍階段希釈し、各段

階の希釈液を試料とする。 

3.3.2.1.1.2 培養細胞

豚精巣初代又は継代細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.2.1.2 試験方法

試料の 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた後、

ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃で５～７日間培養し、観察する。

3.3.2.1.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 107.5TCID50 以上でなければならない。

3.3.2.2 豚流行性下痢ウイルス

3.3.2.2.1 試験材料

3.3.2.2.1.1 試料

検体をウイルス増殖用培養液又は適当と認められた希釈液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液

を試料とする。 

3.3.2.2.1.2 培養細胞

Vero 細胞を培養し、単層となったものを用いる。

3.3.2.2.2 試験方法

試料の 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着させた後、

ウイルス増殖用培養液 0.5mL を加え、37 ℃、７日間培養し、観察する。

3.3.2.2.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 106.6TCID50 以上でなければならない。

3.3.3 マーカー試験 

製造用株にマーカーがある場合には、次のように試験する。 

3.3.3.1 試験材料

3.3.3.1.1 試料

検体を希釈液（付記２）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.3.1.2 培養細胞

Vero  細胞又は適当と認められた培養細胞を培養し、単層となったものを用いる。

3.3.3.1.3 培養液

ウイルス増殖用培養液、及び希釈液に結晶トリプシンを１ mL 中２μ g 加えたトリプシン添加培

養液を用いる。 

3.3.3.2 試験方法

試料の 0.1mL ずつを、希釈液で２回洗浄したそれぞれ８本（穴）の培養細胞に接種し、２群に

分ける。ウイルス増殖用培養液又はトリプシン添加培養液をそれぞれ１本（穴）当たり 0.5mL ずつ

加え、37 ℃の５ vol ％炭酸ガス下で７日間培養し、観察する。

3.3.3.3 判定

培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID50 を算出する。

ウイルス増殖用培養液で測定したウイルス含有量は、トリプシン添加培養液で測定したウイルス

含有量と比べ 100 倍以上高くなければならない。

3.4 小分製品の試験 
3.4.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな 



い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験

3.4.6.1 豚伝染性胃腸炎ウイルス

3.3.2.1  を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 105.5TCID50 

なければならない。 

3.4.6.2 豚流行性下痢ウイルス

3.3.2.2  を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 104.5TCID50 

なければならない。 

3.4.7 安全試験

3.4.7.1 試験材料

3.4.7.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.4.7.1.2 試験動物

２～３か月齢の豚を用いる。 

3.4.7.2 試験方法

以上で 

以上で 

試験動物４頭を試験群とし、１頭を対照群とする。注射材料 10 頭分及び１頭分をそれぞれ試験

群の２頭ずつの筋肉内に注射し、対照群と共に同居飼育し、14 日間観察する。

3.4.7.3 判定

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.4.8 力価試験

3.4.8.1 試験材料

3.4.8.1.1 試験動物

3.4.7  の試験に用いた動物のうち、注射材料１頭分を注射した豚及び対照群の豚を用いる。

3.4.8.1.2 中和試験用ウイルス

製造用株をそれぞれ用いる。 

3.4.8.1.3 培養細胞

3.4.8.1.3.1 豚伝染性胃腸炎ウイルス

豚精巣初代又は継代細胞を培養し、単層となったものを用いる。 

3.4.8.1.3.2 豚流行性下痢ウイルス

Vero 細胞を細胞増殖用培養液（付記３）に細胞数が１ mL 中３× 105.0 個となるように浮遊させ

たもの（以下この項において「Vero 細胞浮遊液」という。）を用いる。

3.4.8.2 試験方法

3.4.7 の試験終了後７日目に注射材料１頭分を注射した豚に、更に１頭分を筋肉内に注射する。

その７日目に試験群及び対照群から得られた各個体の血清について、中和試験を行う。 



3.4.8.2.1 豚伝染性胃腸炎中和試験法

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で２倍階段希釈する。各希釈血清 0.5mL と 0.1mL 

中約 200TCID50 を含む中和試験用ウイルス液 0.5mL を混合し、37 ℃で 90 分間処理する。

この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）の培養細胞に接種し、37 ℃で 90 分間静置吸着さ

せた後、ウイルス増殖用培養液を 0.5mL ずつ加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.4.8.2.2 豚流行性下痢中和試験法

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で２倍階段希釈する。各希釈血清 0.5mL と 0.1mL 
中約 200TCID50 を含む中和試験用ウイルス液 0.5mL とを混合し、37 ℃で 90 分間処理する。

この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）ずつに分注し、Vero 細胞浮遊液を 0.5mL ずつ加

え、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.4.8.3 判定

培養細胞の２本（穴）以上に CPE 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。

試験群の豚伝染性胃腸炎ウイルスに対する中和抗体価は 128 倍以上、豚流行性下痢ウイルスに対

する中和抗体価は 16 倍以上でなければならない。この場合、対照群においては、いずれのウイル

スに対しても２倍未満でなければならない。

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、製造後２年間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とす

る。 

付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

牛又はやぎ血清 20 ～ 50 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウム液で pH を 7.0 ～ 7.6 に調整する。

牛又はやぎ血清は、豚伝染性胃腸炎ウイルス及び豚流行性下痢ウイルスに対する中和抗体陰

性のものを用いる。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記２ 希釈液 

1,000mL 中
トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

イーグル MEM
炭酸水素ナトリウム液で pH を 7.2 ～ 7.6 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

残 量 

付記３ 細胞増殖用培養液 

1,000mL 中
トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 
牛又はやぎ血清 50 ～ 150 mL 

イーグル MEM 残 量 

炭酸水素ナトリウム液で pH を 7.0 ～ 7.6 に調整する。

牛又はやぎ血清は、豚伝染性胃腸炎ウイルス及び豚流行性下痢ウイルスに対する中和抗体陰

性のものを用いる。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



 

日本脳炎・豚パルボウイルス感染症・豚ゲタウイルス感染

症混合生ワクチン（シード） 
 

平成24年３月13日（告示第 675号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

 
1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒日本脳炎ウイルス、弱毒豚パルボウイルス及び弱毒ゲタウイル

スを、それぞれ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混合し、凍結乾燥させた

ワクチンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 日本脳炎ウイルス 

2.1.1.1 名称 

弱毒日本脳炎ウイルスS−株又はこれと同等と認められた株 

2.1.1.2 性状 

１か月齢の豚に接種しても、ウイルス血症が出現しない。妊娠１か月前後の豚に接種しても、胎

子に感染しない。コガタアカイエカに対する感染率が著しく低下している。乳のみマウスの脳内又

は豚腎若しくは豚精巣初代細胞で増殖する。 

2.1.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、HmLu-1細胞又は適当と認められた細胞で増殖させ、連続した工程

により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－70℃以下

又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、HmLu-1細胞又は適当と認められた細胞で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2の試験を行う。 

2.1.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、HmLu-1細胞又は適当と認められた細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以

下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。 

2.1.2 豚パルボウイルス 

2.1.2.1 名称 

弱毒豚パルボウイルスHT−/SK株又はこれと同等と認められた株 

2.1.2.2 性状 

子豚に注射しても、臨床上異常を認めず、ウイルス血症及びウイルス排出を認めない。また、妊 



娠豚に注射しても、胎子・胎盤感染及び死亡を認めない。 

豚腎由来細胞に接種したとき、32℃での増殖は、37℃での増殖を上回る。 

2.1.2.3 マスターシードウイルス 

2.1.2.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SK-H細胞又は適当と認められた細胞で増殖させ、連続した工程によ

り作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－70℃以下

又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.2.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SK-H細胞又は適当と認められた細胞で増殖及び継代する。

ワーキングシードウイルスは、凍結して－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2の試験を行う。 

2.1.2.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SK-H細胞又は適当と認められた細胞で増殖させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以

下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。 

2.1.3 ゲタウイルス 

2.1.3.1 名称 

弱毒ゲタウイルスKB/VT株又はこれと同等と認められた株 

2.1.3.2 性状 

１か月齢の豚に注射しても、ウイルス血症を認めない。また、妊娠豚に注射しても、胎子に感染

しない。乳のみマウスに脳内接種しても、病原性を示さない。 

2.1.3.3 マスターシードウイルス 

2.1.3.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、HAL細胞又は適当と認められた細胞で増殖させ、連続した工程によ

り作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－70℃以下

又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイルス

から小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.3.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.3.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、HAL細胞又は適当と認められた細胞で増殖及び継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2の試験を行う。 

2.1.3.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.3.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、HAL細胞又は適当と認められた細胞で増殖させる。 



プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以

下で保存する。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 日本脳炎ウイルス 

2.2.1.1 培養細胞 

HmLu-1細胞又は製造に適当と認められた細胞を用いる。 

2.2.1.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.1.3 マスターセルシード 

2.2.1.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.1.2の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－70℃以下で保

存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシード

からプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20代以内でなければならない。 

2.2.1.4 ワーキングセルシード 

2.2.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.1.2の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－70℃以下で保存する。 

ワーキングセルシードについて、3.2.2の試験を行う。 

2.2.1.5 プロダクションセルシード 

2.2.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.1.2の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－70℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3の試験を行う。 

2.2.2 豚パルボウイルス 

2.2.2.1 培養細胞 

SK-H細胞又は製造に適当と認められた細胞を用いる。 

2.2.2.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.2.3 マスターセルシード 

2.2.2.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.2.2の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－70℃以下で保

存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシード

からプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20代以内でなければならない。 

2.2.2.4 ワーキングセルシード 

2.2.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.2.2の培養液で増殖及び継代する。 



ワーキングセルシードは、凍結して－70℃以下で保存する。

ワーキングセルシードについて、3.2.2の試験を行う。 

2.2.2.5 プロダクションセルシード 

2.2.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.2.2の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－70℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3の試験を行う。 

2.2.3 ゲタウイルス 

2.2.3.1 培養細胞 

HAL細胞又は製造に適当と認められた細胞を用いる。 

2.2.3.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.3.3 マスターセルシード 

2.2.3.3.1 作製、保存及びプロダクションセルシードまでの最高継代数 

マスターセルシードは、2.2.3.2の培養液で増殖させ、連続した工程により作製し、保存用の容器

に分注する。 

分注したマスターセルシードは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－70℃以下で保

存する。 

マスターセルシードについて、3.2.1の試験を行う。 

マスターセルシードは、ワクチンの製造又は試験以外の目的で継代しない。マスターセルシード

からプロダクションセルシードまでの最高継代数は、20代以内でなければならない。 

2.2.3.4 ワーキングセルシード 

2.2.3.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングセルシードは、2.2.3.2の培養液で増殖及び継代する。

ワーキングセルシードは、凍結して－70℃以下で保存する。 

ワーキングセルシードについて、3.2.2の試験を行う。 

2.2.3.5 プロダクションセルシード 

2.2.3.5.1 増殖及び保存 

プロダクションセルシードは、2.2.3.2の培養液で増殖させる。 

プロダクションセルシードを保存する場合は、凍結して－70℃以下で保存する。

プロダクションセルシードを保存する場合は、3.2.3の試験を行う。 

2.3 原液 

2.3.1 日本脳炎ウイルス 

2.3.1.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。 

2.3.1.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを2.3.1.1の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を混合し、原液とする。 

原液について、3.3.1、3.3.2.1及び3.3.3.1の試験を行う。 

2.3.2 豚パルボウイルス 

2.3.2.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。 



2.3.2.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを2.3.2.1の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を混合し、原液とする。 

原液について3.3.1、3.3.2.2及び3.3.3.2の試験を行う。 

2.3.3 ゲタウイルス 

2.3.3.1 プロダクションセルシードの培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前のプロダクションセル

シードに異常を認めてはならない。 

2.3.3.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを2.3.3.1の細胞で培養し、ウイルスの増殖極期に個体別培養細胞

ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を混合し、原液とする。 

原液について3.3.1、3.3.2.3及び3.3.3.3の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

日本脳炎ウイルス原液、豚パルボウイルス原液及びゲタウイルス原液を混合し、適当と認められ

た希釈液及び安定剤を加えて調製し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.4の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格の1.4.2.1.1.1.2を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の1.1、2.1及び2.2を準用して試験するとき、適合しなけ

ればならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

ハムスター由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡

髄膜炎ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の1.1及び3.1.1を準用して試験

するとき、適合しなければならない。 

豚由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来

性ウイルス否定試験法の1.1及び3.1を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

日本脳炎ウイルスでは、豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、

ロタウイルス及び狂犬病ウイルスについて、また、豚パルボウイルス及びゲタウイルスでは、豚熱ウ

イルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス

及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の1.1、3.2.3、3.2.4、3.2.5、

3.2.7及び3.2.9を準用して試験するとき、適合しなければならない。 



3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法を準用して試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の2.1.4.2.1.1を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 起源動物種同定試験 

シードロット規格の2.1.4.2.1.2を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.4 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の1.2、2.1及び2.2を準用して試験するとき、適合しなけ

ればならない。 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

ハムスター由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡髄

膜炎ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の1.2及び3.1.1を準用して試験する

とき、適合しなければならない。 

豚由来細胞を用いる場合には、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスについて、一般試験法の外来性

ウイルス否定試験法の1.2及び3.1を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚熱ウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎

ウイルス及び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の1.2、3.2.3、3.2.4、

3.2.5、3.2.7及び3.2.9を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.6 核学的（染色体）性状試験 

シードロット規格の2.1.4.2.1.6を準用して試験するとき、適合しなければならない。 



3.2.1.7 腫瘍形成性／腫瘍原性試験 

シードロット規格の2.1.4.2.1.7を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2 ワーキングセルシードの試験 

3.2.2.1 培養性状試験 

シードロット規格の2.1.4.2.2.1を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.2.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3 プロダクションセルシードの試験 

3.2.3.1 培養性状試験 

シードロット規格の2.1.4.2.3.1を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.3.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 原液の試験 

3.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.2 ウイルス含有量試験 

3.3.2.1 日本脳炎ウイルス 

マウス接種試験又は培養細胞接種試験により行う。 

3.3.2.1.1 マウス接種試験 

3.3.2.1.1.1 試験材料 

3.3.2.1.1.1.1 試料 

検体をリン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料

とする。 

3.3.2.1.1.1.2 試験動物 

２日齢以内の乳のみマウスを用いる。 

3.3.2.1.1.2 試験方法 

試料0.02mLずつを４匹以上の試験動物の脳内に注射し、14日間観察する。 

3.3.2.1.1.3 判定 

脳炎症状を示して死亡したマウスを感染とみなし、LD50を算出する。

検体のウイルス含有量は、１mL中107.0LD50以上でなければならない。 

3.3.2.1.2 培養細胞接種試験 

3.3.2.1.2.1 試験材料 

3.3.2.1.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液（付記１）で10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.2.1.2.1.2 培養細胞 

Vero細胞、ESK細胞又は適当と認められた細胞を小試験管で培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.2.1.2.2 試験方法 

試料0.1mLずつをそれぞれ４本以上の培養細胞に接種し、37℃で60分間静置吸着させた後、ウイ

ルス増殖用培養液0.5mLを加え、37℃で７日間培養し、観察する。 

3.3.2.1.2.3 判定 

培養細胞にCPEを認めたものを感染とみなし、TCID50を算出する。 



検体のウイルス含有量は、１mL中107.0TCID50以上でなければならない。 

3.3.2.2 豚パルボウイルス 

3.3.2.2.1 試験材料 

3.3.2.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液で10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.2.2.1.2 培養細胞 

豚腎初代細胞、ESK細胞又は適当と認められた細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用

いる。 

3.3.2.2.2 試験方法 

試料0.1mLずつをそれぞれ４本以上の培養細胞に接種し、37℃で60分間静置吸着させた後、ウイ

ルス増殖用培養液１mLを加え、31～32℃で10～14日間培養した後、リン酸緩衝食塩液（付記２） 

（以下この項において「PBS」という。）で濃度を調整した0.5vol％の被凝集性の鶏又はモルモット

の赤血球浮遊液をそれぞれ0.4mLずつ加え、常温で60分間静置した後、赤血球凝集の有無を観察す

る。 

3.3.2.2.3 判定 

赤血球の凝集を認めたものを感染とみなし、TCID50を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１mL中106.0TCID50以上でなければならない。 

3.3.2.3 ゲタウイルス 

3.3.2.3.1 試験材料 

3.3.2.3.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液で10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.2.3.1.2 培養細胞 

Vero細胞又は適当と認められた細胞を小試験管で培養し、単層となったものを用いる。 

3.3.2.3.2 試験方法 

試料0.1mLずつをそれぞれ４本以上の培養細胞に接種し、37℃で60分間静置吸着させた後、ウイ

ルス増殖用培養液１mLを加え、37℃で７日間培養し、観察する。 

3.3.2.3.3 判定 

培養細胞にCPEを認めたものを感染とみなし、TCID50を算出する。 

検体のウイルス含有量は、１mL中106.0TCID50以上でなければならない。 

3.3.3 マーカー試験 

3.3.3.1 日本脳炎ウイルス 

3.3.3.1.1 試験材料 

3.3.3.1.1.1 注射材料 

検体及び対照として中山株薬検系を用い、それぞれのウイルスが１mL中に107.0TCID50又は107.0LD 
50以上含まれるように調製したものを、注射材料とする。 

3.3.3.1.1.2 試験動物 

３週齢のマウスを用いる。 

3.3.3.1.2 試験方法 

注射材料0.3mLずつを10匹以上の試験動物の腹腔内に注射し、14日間観察する。 

3.3.3.1.3 判定 

検体を注射したマウスの死亡率は、20％以下でなければならない。この場合、対照を注射したマ

ウスの死亡率は、80％以上でなければならない。 



3.3.3.2 豚パルボウイルス 

3.3.3.2.1 試験材料 

3.3.3.2.1.1 試料 

検体をウイルス増殖用培養液で10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.3.2.1.2 培養細胞 

豚腎初代細胞、ESK細胞又は適当と認められた細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用

いる。 

3.3.3.2.2 試験方法 

試料0.1mLずつをそれぞれ８本以上の培養細胞に接種し、37℃で60分間静置吸着させた後、ウイ

ルス増殖用培養液１mLを加え、２群に分け、32℃及び37℃でそれぞれ10～14日間培養する。培養終

了時に、PBSで濃度を調整した0.5vol%の被凝集性の鶏又はモルモットの赤血球浮遊液をそれぞれ 

0.4mLずつ加え、常温で60分間静置した後、赤血球凝集の有無を観察する。 

3.3.3.2.3 判定 

検体のウイルス含有量は、32℃で培養するとき、37℃で培養する場合より100倍以上高くなけれ

ばならない。 

3.3.3.3 ゲタウイルス 

3.3.3.3.1 乳のみマウスに対する病原性マーカー 

3.3.3.3.1.1 試験材料 

3.3.3.3.1.1.1 注射材料 

検体及び対照としてゲタウイルス2078株を用い、それぞれのウイルスが１mL中に約105.0TCID50以

上含まれるように調製したものを、注射材料とする。 

3.3.3.3.1.1.2 試験動物 

２～５日齢のマウスを用いる。 

3.3.3.3.1.2 試験方法 

注射材料0.02mLずつを10匹以上の試験動物の脳内に注射し、14日間観察する。 

3.3.3.3.1.3 判定 

検体を注射したマウスの死亡率は、20％以下でなければならない。この場合、対照を注射したマ

ウスの死亡率は、80％以上でなければならない。 

3.3.3.3.2 プラックマーカー 

3.3.3.3.2.1 試験材料 

3.3.3.3.2.1.1 試料 

検体及び対照としてゲタウイルス2078株を用い、それぞれをウイルス増殖用培養液で10倍階段希

釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.3.3.3.2.1.2 培養細胞 

HAL細胞又は適当と認められた細胞をシャーレに培養し、単層になったものを用いる。 

3.3.3.3.2.2 試験方法 

試料の0.4mLをそれぞれ２枚以上の培養細胞に接種し、37℃で90分間静置吸着させた後、第１次

重層寒天培地（付記３）を４mLずつ重層し、37℃、５vol％炭酸ガス下で３日間培養後、第２次重

層寒天培地（付記４）を２mLずつ重層し、翌日プラック数を計測するとともに、その形状を観察す

る。 

3.3.3.3.2.3 判定 

培養４日後にプラック形状を観察するとき、検体のプラックはＳ（直径２mm以下）のプラック

サイズでなければならず、対照の強毒ゲタウイルス2078株のプラックはＬ（直径４～５mm）又は 

Ｍ（直径2.5～3.5mm）のプラックサイズでなければならない。 



3.4 小分製品の試験 

3.4.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.4.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.3 含湿度試験 

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.4 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.5 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.4.6 ウイルス含有量試験 

3.4.6.1 日本脳炎ウイルス 

3.3.2.1を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１ 頭分当たり105.0LD50又は 

105.0TCID50以上でなければならない。 

ただし、試験品中の日本脳炎ウイルス以外のウイルスを、各抗血清（付記５及び６）を非働化し

たもので中和したものを試料とする。 

3.4.6.2 豚パルボウイルス 

3.3.2.2を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり105.0TCID50以上でな

ければならない。 

ただし、試験品中の豚パルボウイルス以外のウイルスを、各抗血清（付記６及び７）を非働化し

たもので中和したものを試料とする。 

3.4.6.3 ゲタウイルス 

3.3.2.3を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり105.0TCID50以上でな

ければならない。 

ただし、試験品中のゲタウイルス以外のウイルスを、各抗血清（付記５及び７）を非働化したも

ので中和したものを試料とする。 

3.4.7 安全試験 

3.4.7.1 試験材料 

3.4.7.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.4.7.1.2 試験動物 

約１か月齢の豚を用いる。 

3.4.7.2 試験方法 

試験動物３頭を試験群、１頭を対照群とする。試験群に注射材料１頭分を用法に従ってそれぞれ

注射し、対照群と共に21日間観察する。 

3.4.7.3 判定 

観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 

3.4.8 力価試験 

3.4.8.1 日本脳炎ウイルス 

赤血球凝集抑制試験又は中和試験により行う。 



3.4.8.1.1 赤血球凝集抑制試験 

3.4.8.1.1.1 試験材料 

3.4.8.1.1.1.1 試験動物 

3.4.7の試験に用いた動物を用いる。 

3.4.8.1.1.1.2 赤血球凝集抗原 

日本脳炎ウイルス赤血球凝集抗原（付記８）を用いる。 

3.4.8.1.1.2 試験方法 

3.4.7の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について、赤血球凝集抑制試験を行う。

試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。 

被検血清に25w/v％カオリン液又はアセトンを加えて処理し、がちょう又は７日齢以内の鶏の赤

血球で処理した後、非働化する。各処理血清を牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液（付記９）又

は適当と認められた希釈液で２倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を加えて 

４℃で１夜処理した後、VAD液（付記10）で濃度を調整した0.33vol％のがちょう又は７日齢以内の

鶏の赤血球浮遊液を加え、37℃で60分間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。 

3.4.8.1.1.3 判定 

赤血球の凝集を抑制した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。 

試験群の赤血球凝集抑制抗体価は、20倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10倍
未満でなければならない。 

3.4.8.1.2 中和試験 

3.4.8.1.2.1 試験材料 

3.4.8.1.2.1.1 試験動物 

3.4.7の試験に用いた動物を用いる。 

3.4.8.1.2.1.2 中和試験用ウイルス 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系、JaGAr-01株又は適当と認められた株を用いる。 

3.4.8.1.2.1.3 培養細胞 

生ワクチン製造用材料の規格2.1.1に適合した鶏胚初代細胞をシャーレに培養し、単層となったも

のを用いる。 

3.4.8.1.2.2 試験方法 

3.4.7の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について、中和試験を行う。試験群の血

清は、それぞれ等量をプールする。 

被検血清を非働化した後、ウイルス増殖用培養液で５倍に希釈し、更に２倍階段希釈する。各希

釈血清と0.4mL中約200PFUの中和試験用ウイルス液とを等量混合し、37℃で90分間処理する。各混

合液0.4mLずつをそれぞれ４枚の培養細胞に接種し、37℃で60分間吸着させた後、混合液を除き、

第１次重層寒天培地を加え、37℃で３日間培養する。その後、第２次重層寒天培地を重層し、37℃ 

で１日間培養し、プラック数を算出する。 

3.4.8.1.2.3 判定 

プラック数がウイルス対照の50％以下に減少した血清の最高希釈倍数を中和抗体価とする。 

試験群の中和抗体価は、20倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10倍未満でなけ

ればならない。 

3.4.8.2 豚パルボウイルス 

3.4.8.2.1 試験材料 

3.4.8.2.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.4.8.2.1.2 試験動物 

体重約350gのモルモットを用いる。 



3.4.8.2.1.3 赤血球凝集抗原 

豚パルボウイルス赤血球凝集抗原（付記11）を用いる。 

3.4.8.2.2 試験方法 

注射材料５mLずつを、５匹の試験動物の腹腔内に４週間隔で２回注射し、第２回目の注射後14日
目に得られた各個体の血清について、赤血球凝集抑制試験を行う。 

被検血清をPBSで５倍に希釈し、等量の25w/v％カオリン液を加え、常温で20分間処理する。遠心 

後の上清に鶏又はモルモットの赤血球を加え、常温で15分間処理し、再度遠心し、上清を採取する。

これをPBSで２倍階段希釈し、各段階の希釈液に８単位の赤血球凝集抗原を等量加え、４℃で１夜  

処理する。これにPBSで濃度を調整した0.5vol％の被凝集性の鶏又はモルモットの赤血球浮遊液を加 

え、常温で60分間静置し、赤血球凝集の有無を観察する。 

3.4.8.2.3 判定 

赤血球凝集を阻止した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。

赤血球凝集抑制抗体価20倍以上を赤血球凝集抑制抗体陽性とする。 

試験動物の赤血球凝集抑制抗体陽性率は、80％以上でなければならない。 

3.4.8.3 ゲタウイルス 

3.4.8.3.1 試験材料 

3.4.8.3.1.1 注射材料 

試験品を注射材料とする。 

3.4.8.3.1.2 試験動物 

3.4.7の試験に用いた動物を用いる。 

3.4.8.3.1.3 赤血球凝集抗原 

ゲタウイルス赤血球凝集抗原（付記12）を用いる。 

3.4.8.3.2 試験方法 

3.4.7の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について、赤血球凝集抑制試験を行う。

試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。 

被検血清を25w/v％カオリン液又はアセトンを加えて処理し、がちょうの赤血球で処理した後、

非働化する。各処理血清を牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で２ 

倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を加えて４℃で１夜処理した後、VAD液で

濃度を調整した0.33vol％がちょう赤血球浮遊液を加え、37℃で60分間静置し、赤血球凝集の有無を

観察する。 

3.4.8.3.3 判定 

赤血球の凝集を抑制した血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価とする。 

試験群の赤血球凝集抑制抗体価は、20倍以上でなければならない。この場合、対照群では、10倍
未満でなければならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とする。 

 
付記１ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

牛血清 20～50 mL 

又は牛血清アルブミン 1 g 

イーグルMEM 残 量 

炭酸水素ナトリウムでpHを7.0～7.4に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



 
 

付記２ リン酸緩衝食塩液  
 1,000mL中 

塩化ナトリウム 
 

8.0   g 

 塩化カリウム 

リン酸水素二ナトリウム十二水和物

リン酸二水素カリウム 

精製水 

0.2   g 

2.9   g 

0.2   g 
残 量 

 １mol/L塩酸でpHを6.8～7.2に調整する。  

付記３ 第１次重層寒天培地 
 

 1,000mL中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95 g 

 牛血清 

寒天 

イーグルMEM 

炭酸水素ナトリウムでpHを7.0～7.4に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

20～50 mL 

10 g 
残 量 

付記４ 第２次重層寒天培地 
 

 1,000mL中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 
 

2.95 g 

 ニュートラルレッド 

寒天 

イーグルMEM 

炭酸水素ナトリウムでpHを7.0～7.4に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

0.5   g 

10 g 
残 量 

 

付記５ 抗豚パルボウイルス血清 

豚パルボウイルス90HS株又は適当と認められた株で免疫した兎又はモルモットの血清であっ

て、検体又は試験品のウイルスを完全に中和する力価を有するもの。 

 
付記６ 抗ゲタウイルス血清 

ゲタウイルス2078株又は適当と認められた株で免疫した兎又はモルモットの血清であって、

検体又は試験品のウイルスを完全に中和する力価を有するもの。 

 
付記７ 抗日本脳炎ウイルス血清 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株で免疫した兎又はモルモットの血清

であって、検体又は試験品のウイルスを完全に中和する力価を有するもの。 

 
付記８ 日本脳炎ウイルス赤血球凝集抗原 

日本脳炎ウイルス中山株薬検系又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原で

あって、赤血球凝集価が64倍以上のもの。 

 

付記９ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液 



1,000mL中 

塩化ナトリウム 10.52 g 

ホウ酸 3.09 g 

水酸化ナトリウム 0.96 g 

精製水 残 量 

牛血清アルブミンを0.2w/v％となるように加えた後、水酸化ナトリウム液でpHを9.0に調整す

る。 

 
付記10   VAD液 

1,000mL中 

塩化ナトリウム 8.77 g 

リン酸水素二ナトリウム十二水和物 5.68 g 

リン酸二水素ナトリウム二水和物 40.56 g 

精製水 残 量 

牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液と等量混合して、pHを6.0に調整する。 

 
付記11   豚パルボウイルス赤血球凝集抗原 

豚パルボウイルス90HS株又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原であって、

赤血球凝集価が64倍以上のもの。 

 
付記12   ゲタウイルス赤血球凝集抗原 

ゲタウイルスHaruna株又は適当と認められた株を用いて調製した赤血球凝集抗原であって、

赤血球凝集価が64倍以上のもの。 



 

豚熱・豚丹毒混合生ワクチン（シード） 
 

平成24年７月４日（告示第 1622号） 新規追加 

令和２年２月５日（告示第  231号）  一部改正  

 
1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒豚熱ウイルスを同規格に適合したモルモット腎初代細胞で増殖

させて得たウイルス液及び同規格に適合した弱毒豚丹毒菌培養菌液を混合し、凍結乾燥したワクチ

ンである。 

2 製法 

2.1 製造用株 

2.1.1 豚熱ウイルス 

2.1.1.1 名称 

弱毒豚熱ウイルス GPE－株 

2.1.1.2 性状 

豚精巣初代細胞で増殖するが、END 現象を示さない（Ｅマーカー）。また、30 ℃でのモルモッ

ト腎初代細胞における増殖は、40 ℃での増殖を上回り（Ｔマーカー）、強毒豚熱ウイルスの増殖を 

100 倍以上上回る（Ｇマーカー）。 

2.1.1.3 マスターシードウイルス 

2.1.1.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.15 に適したモルモット腎初代細胞で増殖させ、

連続した工程により作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシードウイルスは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 70 ℃以

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシードウイルスについて、3.1.1 の試験を行う。 

マスターシードウイルスは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードウイル   

スから小分製品までの最高継代数は、５代以内でなければならない。 

2.1.1.4 ワーキングシードウイルス 

2.1.1.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.15 に適したモルモット腎初代細胞で増殖及び

継代する。 

ワーキングシードウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

ワーキングシードウイルスについて、3.1.2 の試験を行う。 

2.1.1.5 プロダクションシードウイルス 

2.1.1.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシードウイルスは、SPF 動物規格の 2.15 に適したモルモット腎初代細胞で増殖

させる。 

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

プロダクションシードウイルスを保存する場合は、3.1.3 の試験を行う。 

2.1.2 豚丹毒菌 

2.1.2.1 名称 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井 65 － 0.15 株 

2.1.2.2 性状 

0.02w/v ％アクリフラビン加寒天培地で発育する。 



豚丹毒抗体陰性豚の皮下に注射した場合、注射部位に限局した善感反応（小丘疹の形成）を呈す

るが、全身症状を認めず、注射後３週目に豚丹毒菌の強毒株で攻撃した場合、耐過生存する。 

４週齢のマウスの皮下に注射した場合、その 90 ％以上が関節炎を呈するが、100 ％が耐過生存

し、注射後 10 日目に豚丹毒菌の強毒株で攻撃した場合、耐過生存する。 

2.1.2.3 マスターシード菌 

2.1.2.3.1 作製、保存及び小分製品までの最高継代数 

マスターシード菌は、普通ブイヨン又は適当と認められた培地で増殖させ、連続した工程により

作製し、保存用の容器に分注する。 

分注したマスターシード菌は、保存安定剤（付記１）又は適当と認められた安定剤を添加し、特

定の製造番号又は製造記号を付し、凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

マスターシード菌について、3.1.4 の試験を行う。 

マスターシード菌は、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシード菌から小分製品

までの最高継代数は、10 代以内でなければならない。 

2.1.2.4 ワーキングシード菌 

2.1.2.4.1 増殖、継代及び保存 

ワーキングシード菌は、普通ブイヨン又は適当と認められた培地で増殖及び継代する。 

ワーキングシード菌は、保存安定剤又は適当と認められた安定剤を添加し、凍結乾燥して５℃以

下で保存する。 

ワーキングシード菌について、3.1.5 の試験を行う。 

2.1.2.5 プロダクションシード菌 

2.1.2.5.1 増殖及び保存 

プロダクションシード菌は、普通ブイヨン又は適当と認められた培地で増殖させる。 

プロダクションシード菌を保存する場合は、保存安定剤又は適当と認められた安定剤を添加し、

凍結乾燥して５℃以下で保存する。 

プロダクションシード菌を保存する場合は、3.1.6 の試験を行う。 

2.2 製造用材料 

2.2.1 豚熱ウイルス 

2.2.1.1 培養細胞 

SPF 動物規格の 2.15 に適合したモルモット腎初代細胞を用いる。 

2.2.1.2 培養液 

製造に適当と認められた培養液を用いる。 

2.2.1.3 マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード) 

2.2.1.3.1 増殖、継代及び保存 

マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード)は、2.2.1.2 の培養液

で増殖し、継代及び保存しない。 

マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード)について、3.2 の試

験を行う。 

2.2.2 豚丹毒菌 

2.2.2.1 培地 

製造用培地（付記２）又は適当と認められた培地を用いる。 

2.3 原液 

2.3.1 豚熱ウイルス原液 

2.3.1.1 マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）の培養 

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 



個体別培養細胞について、3.3 の試験を行う。 

2.3.1.2 ウイルスの培養 

プロダクションシードウイルスを 2.3.1.1 の細胞に接種し、30 ℃で培養した後、ウイルスの増殖

極期に個体別培養細胞ごとに採取した培養液のろ液又は遠心上清を混合して豚熱ウイルス原液とす

る。 

豚熱ウイルス原液について、3.4 の試験を行う。 

2.3.2 豚丹毒菌原液 

2.3.2.1 培養 

プロダクションシード菌を培地で溶解した後、培地に接種し、培養したものを豚丹毒菌培養菌液

とする。 

豚丹毒菌培養菌液について、3.5 の試験を行う。 

2.3.2.2 原液の調製 

培養菌液を遠心して菌体を採取し、適当と認められた安定剤に浮遊させた菌液を混合して豚丹毒

菌原液とする。 

豚丹毒菌原液について、3.6 の試験を行う。 

2.4 最終バルク 

豚熱ウイルス原液に、適当と認められた希釈液を加えて濃度調整したもの１容と、豚丹毒菌原液

に適当と認められた安定剤を加えて濃度調整したもの２容とを混合し、最終バルクとする。 

希釈液及び安定剤は、ロットごとに調製しなければならない。 

2.5 小分製品 

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。 

2.5.1 サブロット 

１つの最終バルクに由来し、同一条件で凍結乾燥した小分製品の１群をサブロットとする。

サブロットについて、3.7 の試験を行う。 

2.5.2 ロット 

１つの原液に由来するサブロット群を１ロットとする。

ロットについて、3.8 の試験を行う。 

3 試験法 
3.1 製造用株の試験 

3.1.1 豚熱マスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1 同定試験 

シードロット規格 1.4.2.1.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験 

一般試験法の外来性ウイルス否定試験法 1.1、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しなけ

ればならない。 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルスについて、一般試験法の外

来性ウイルス否定試験法の 1.1 及び 3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 



豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス及   

び狂犬病ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験の 1.1、3.2.4、3.2.5、3.2.7 及び 

3.2.9 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

一般試験法の対象動物を用いた免疫原性試験法によって試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

一般試験法の対象動物を用いた安全性確認試験法によって試験するとき、適合しなければならな

い。 

3.1.1.7 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法によって試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.1.8 マーカー試験 

3.1.1.8.1 Ｅマーカー試験 

3.1.1.8.1.1 試験材料 

3.1.1.8.1.1.1 試料 

検体を試料とする。 

3.1.1.8.1.1.2 培養細胞 

豚精巣初代細胞浮遊液を用いる。 

3.1.1.8.1.1.3 ニューカッスル病ウイルス 

TCND 株又は宮寺株を用いる。 

3.1.1.8.1.2 試験方法 

試料の 0.1mL ずつを小試験管に 0.5mL ずつ分注した細胞 10 本以上に接種し、37 ℃で４日間静置

培養し、単層形成が良好であることを確認する。培養液を除き、ニューカッスル病ウイルスを約106.0PFU 

含む細胞増殖用培養液１(付記３)を 0.5mL ずつを加え、37 ℃で３日間培養する。 

3.1.1.8.1.3 判定 

培養細胞に CPE を認めてはならない。 

3.1.1.8.2 Ｔ及びＧマーカー試験 

3.1.1.8.2.1 試験材料 

3.1.1.8.2.1.1 試料 

検体を細胞増殖用培養液１で希釈し、１ mL 中 103.0TCID50 を含むように濃度を調整したものを試

料とする。 

3.1.1.8.2.1.2 培養細胞 

モルモット腎初代細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用いる。 

3.1.1.8.2.2 試験方法 

試料 0.1mL ずつをそれぞれ 20 本以上の培養細胞に接種し、２群に分け、30  ℃及び 40  ℃で６～ 

８日間静置培養する。群ごとに培養液を採取し、混合し、そのウイルス含有量を 3.4.2 を準用して

測定する。 

3.1.1.8.2.3 判定 

30 ℃での増殖は、40 ℃での増殖を上回らなければならず（Ｔマーカー）、30 ℃でのウイルス含

有量は、１ mL 中 104.5TCID50 以上でなければならない（Ｇマーカー）。 

3.1.1.9 力価試験 

3.1.1.9.1 試験材料 

3.1.1.9.1.1 注射材料 

検体又は検体を細胞増殖用培養液１で１ mL 当たり 103.0TCID50 のウイルス量に希釈したものを注

射材料とする。 

3.1.1.9.1.2 試験動物 



体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。 

3.1.1.9.1.3 中和試験用ウイルス 

弱毒豚熱ウイルス GPE¯ 株を用いる。 

3.1.1.9.1.4 培養細胞 

CPK-NS 細胞を細胞数が１ mL 中約５× 105.0 となるように細胞増殖用培養液２（付記４）に浮遊

させたものを用いる。 

3.1.1.9.2 試験方法 

豚４頭を試験群とし、１頭を対照群とする。注射材料１ mL ずつを試験群の皮下又は筋肉内に注

射し、28 日目の血清について、中和試験を行う。 

被検血清を非働化した後、細胞増殖用培養液２で２倍階段希釈し、各希釈血清と 0.025mL 中約 

200TCID50 を含む中和試験用ウイルス液とを等量混合し、37  ℃で 60  分間処理する。この各混合液 

0.05mL ずつをそれぞれ 96   穴組織培養用プレートの４穴ずつに分注し、CPK-NS 細胞浮遊液 0.1mL 

ずつを加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。 

3.1.1.9.3 判定 

培養細胞４穴中２穴以上に CPE の阻止を認めた血清の最高希釈倍数で中和抗体価を表す。試験

群の中和抗体価は、全て４倍以上でなければならない。この場合、対照群は、抗体価１倍未満でな

ければならない。 

3.1.2 ワーキングシードウイルスの試験 

3.1.2.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.2.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3 プロダクションシードウイルスの試験 

3.1.3.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.3.2 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.4 豚丹毒マスターシード菌の試験 

3.1.4.1 同定試験 

シードロット規格の 1.4.2.2.1.1 を準用して試験を実施するとき、適合しなければならない。 

3.1.4.2 マーカー試験 

3.1.4.2.1 試験材料 

検体及び 0.02w/v ％アクリフラビン加寒天培地を用いる。 

3.1.4.2.2 試験方法 

検体 0.1mL を 0.02w/v ％アクリフラビン加寒天培地２枚以上に接種し、培地表面に拡散させ、37 

℃で 48 時間培養し、観察する。 

3.1.4.2.3 判定 

豚丹毒菌の発育が認められなければならない。 

3.1.4.3 夾雑菌否定試験 

3.1.4.3.1 液状チオグリコール酸培地培養法 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、豚丹毒菌以外の菌の発育を認めてはならない。 

3.1.4.3.2 普通寒天培地斜面培養法 

3.1.4.3.2.1 培地 

斜面の普通寒天培地を用いる。 

3.1.4.3.2.2 試験方法 



検体 0.5mL ずつを普通寒天培地４本の斜面部に接種し、２本を 30 ～ 32 ℃で 10 日間、残りの２ 

本を 22 ～ 25 ℃で 14 日間培養し、観察する。 

3.1.4.3.2.3 判定 

豚丹毒菌以外の菌の発育を認めてはならない。 

3.1.4.4 生菌数試験 

3.1.4.4.1 試験材料 

3.1.4.4.1.1 試料 

検体を普通ブイヨン又は適当と認められた培地で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とす

る。 

3.1.4.4.1.2 培地 

普通寒天培地又は適当と認められた培地を用いる。 

3.1.4.4.2 試験方法 

試料１ mL ずつを平板混釈培養法により培地２枚以上に接種し、37 ℃で 48 時間培養した後、生

じた豚丹毒菌の集落数を数える。 

3.1.4.4.3 判定 

各段階の希釈液ごとの集落数の平均値、希釈倍数及び培地への接種量から生菌数を算出する。

検体の生菌数は、１ mL 中５× 107 個以上でなければならない。 

3.1.4.5 対象動物を用いた免疫原性試験 

3.1.4.5.1 試験材料 

3.1.4.5.1.1 検体 

マスターシード菌及びそれを 10 代継代したものを検体とする。ただし、試験のために充分量の

マスターシード菌が利用できない場合は、最も継代数の少ないワーキングシード菌を検体とする。 

3.1.4.5.1.2 試験動物 

品種及び系統（SPF 等）が明らかで健康な、豚丹毒菌に対する抗体陰性の２～３か月齢の豚８頭

以上を用いる。 

3.1.4.5.2 試験方法 

試験動物を、試験群２群（１群３頭以上）及び対照群（２頭以上）１群に分ける。 

試験群には、各々の検体を生菌数が１ mL 中 106 個となるように濃度を調整したものを 1.0mL ず
つ、肩部皮下に注射する。 

注射後３週目に、豚丹毒菌藤沢株又は適当と認められた菌株の培養菌液を 0.1mL（生菌数１ mL 

中 108 個）ずつ各群の皮内に注射し、10 日間臨床観察する。 

3.1.4.5.3 判定 

試験群は、いずれも、攻撃局所に限定された局所反応（発赤）を呈することがあっても、全身反

応を呈することなく耐過生存しなければならない。この場合、対照群は、いずれも定型的な豚丹毒

の症状が認められなければならない。 

3.1.4.6 対象動物を用いた安全性確認試験 

3.1.4.6.1 試験材料 

3.1.4.6.1.1 検体 

マスターシード菌を検体とする。ただし、試験のために充分な量のマスターシード菌が利用でき

ない場合は、最も継代数の少ないワーキングシード菌を検体とする。 

3.1.4.6.1.2 試験動物 

品種及び系統（SPF 等）が明らかで健康な、豚丹毒菌に対する抗体陰性の２～３か月齢の豚４頭

以上を用いる。 

3.1.4.6.2 試験方法 

試験動物を２頭以上ずつの試験群及び対照群に分ける。 



試験群には、検体を生菌数が１ mL 中５× 107 個以上となるように濃度を調整したものを 10mL 

ずつ肩部皮下に注射する。対照群は、非投与とする。

投与後 21 日間、臨床症状を観察する。 

3.1.4.6.3 判定 

試験群は、いずれも注射局所に善感反応が認められなければならないが、全身の異常を認めては

ならず、生存しなければならない。対照群は、いずれも善感反応に類似する反応が認められてはな

らず、生存しなければならない。 

3.1.4.7 マウスを用いた安全性確認試験 

3.1.4.7.1 試験材料 

3.1.4.7.1.1 検体 

マスターシード菌を検体とする。ただし、試験のために充分な量のマスターシード菌が利用でき

ない場合は、最も継代数の少ないワーキングシード菌を検体とする。 

3.1.4.7.1.2 試験動物 

４週齢のマウスを用いる。 

3.1.4.7.2 試験方法 

マウス 10 匹を試験群、10 匹を対照群とする。 

検体を生菌数が１ mL 中１× 108 個となるように濃度を調整したものを 0.1mL ずつ試験群の内股

部皮下に注射し、対照群と共に 10 日間臨床観察する。 

3.1.4.7.3 判定 

試験群は、いずれも生存しなければならず、90%以上に関節炎が認められなければならない。対

照群は、いずれも生存しなければならず、関節炎が認められてはならない。 

3.1.4.8 病原性復帰確認試験 

一般試験法の病原性復帰確認試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.1.4.9 力価試験（マウス注射試験） 

3.1.4.9.1 試験材料 

3.1.4.9.1.1 検体 

マスターシード菌を検体とする。ただし、試験のために充分な量のマスターシード菌が利用でき

ない場合は、最も継代数の少ないワーキングシード菌を検体とする。 

3.1.4.9.1.2 試験動物 

４週齢のマウスを用いる。 

3.1.4.9.2 試験方法 

試験動物の 10 匹を試験群、10 匹を対照群とする。 

検体を生菌数が１ mL 中 104 個となるように調整したものを 0.1mL ずつ、試験群の左内股部皮下

に注射する。注射後 10 日目に、藤沢株又は適当と認められた菌株の培養菌液を 0.1mL 中 1,000 致

死量となるように希釈したもの 0.1mL を両群の右内股部皮下に注射し、10 日間臨床観察する。 

3.1.4.9.3 判定 

試験群は、全て無症状で耐過生存しなければならない。この場合、対照群は、全て死亡しなけれ

ばならない。 

3.1.5 ワーキングシード菌の試験 

3.1.5.1 夾雑菌否定試験 

3.1.4.3 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、普通寒天培地斜面培養法の

培養は、37 ℃で７日間とする。 

3.1.6 プロダクションシード菌の試験 

3.1.6.1 夾雑菌否定試験 

3.1.4.3 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、普通寒天培地斜面培養法の 



培養は、37 ℃で７日間とする。 

3.2 初代細胞の試験 

3.2.1 マスタープライマリーセルシード(プロダクションプライマリーセルシード)の試験 

3.2.1.1 培養性状試験 

シードロット規格の 2.1.4.2.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.2 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.2.1.3 マイコプラズマ否定試験 

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3 個体別培養細胞の試験 

個体別培養細胞の１％以上を対照培養細胞とし、これについて次の試験を行う。 

3.3.1 培養観察 

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養する。 

対照培養細胞をプールし、４本以上の培養瓶及びカバーグラスを入れた４枚以上のシャーレに継

代し、７日間培養し、観察するとき、CPE を認めてはならない。 

3.3.2 赤血球吸着試験 

3.3.1 の試験最終日に培養瓶の培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄した後、 

３群に分け、0.1vol ％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分
間静置した後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.3.3 封入体染色試験 

3.3.1 の試験最終日に培養カバーグラスをリン酸緩衝食塩液で洗浄し、固定した後、ギムザ染色し、

封入体の有無を観察するとき、培養細胞に封入体を認めてはならない。 

3.3.4 迷入ウイルス否定試験 

3.3.1 の試験最終日に採取した培養液を試料として、一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 

2.3.1.1、2.3.1.2、2.3.1.32.3.2 及び 2.7.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4 豚熱ウイルス原液の試験 

3.4.1 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 試験材料 

3.4.2.1.1 試料 

検体を細胞増殖用培養液１で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.2.1.2 培養細胞 

豚精巣初代又は豚腎継代細胞浮遊液を用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

96 穴組織培養用プレートを用いる。試料 0.1mL ずつをそれぞれ１列 10 穴に分注する。各列の２ 

穴には細胞増殖用培養液１を 0.1mL ずつ分注し、対照細胞とする。各穴に細胞増殖用培養液１で濃

度を調整した細胞浮遊液を 0.1mL ずつ分注する。37 ℃で５～７日間静置培養した後、培養液を除

き、洗浄液（付記５）で２回洗浄した後、固定する。 

固定プレートの各穴に抗体希釈液（付記６）で至適濃度に希釈した抗豚熱ウイルスモノクローナ

ル抗体（付記７）0.05mL ずつを分注し、37 ℃で 60 分間反応させる。 

洗浄液で４回洗浄後、抗体希釈液で至適濃度に希釈したペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫グロ

ブリン 0.05mL ずつを各穴に分注し、37 ℃で 40 ～ 60 分間反応させる。 

洗浄液で４回洗浄後、基質液（付記８）0.1mL を各穴に分注し、常温で 10 ～ 30 分間反応させた

後、2.5mol/L 硫酸 0.05mL ずつを各穴に加えて反応を停止させ、各穴の吸光度値を 492/630nm の波 



長でそれぞれ測定する。 

3.4.2.3 判定

対照細胞の平均吸光度値の２倍以上の吸光度値を示す穴を豚熱ウイルス感染細胞とみなし、 

TCID50 を算出する。

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 104.8TCID50 以上でなければならない。

3.4.3 マーカー試験

3.1.1.8 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.5 豚丹毒菌培養菌液の試験

3.5.1 夾雑菌否定試験

3.1.4.3 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、普通寒天培地斜面培養法の

培養は、37 ℃で７日間とする。

3.6 豚丹毒菌原液の試験

3.6.1 夾雑菌否定試験

3.1.4.3 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、普通寒天培地斜面法の培養

は、37 ℃で７日間とする。

3.6.2 生菌数試験

3.1.4.4 を準用して試験するとき、検体の生菌数は、１ mL 中１× 109 個以上でなければならない。

3.7 サブロットの試験

3.7.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.7.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.7.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.7.4 夾雑菌否定試験

3.1.4.3 を準用して試験するとき、適合しなければならない。ただし、普通寒天培地斜面法の培養

は、37 ℃で７日間とする。

3.7.5 豚熱ウイルス含有量試験

3.4.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１頭分当たり 103.0TCID50 以上でなけ

ればならない。 

ただし、試料は、遠心した上清を用いる。 

3.7.6 生菌数試験

3.1.4.4 を準用して試験するとき、試験品の生菌数は、１頭分当たり 1 × 108 個以上でなければな

らない。 

3.8 ロットの試験

3.8.1 マイコプラズマ否定試験

試料は、各サブロットから２本ずつを用い、それぞれ等量ずつ混合したものを用いて一般試験法の

マイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

  ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省略

することができる。 

3.8.2 豚丹毒マーカー試験

3.1.4.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.8.3 安全試験



3.8.3.1 豚注射試験

3.8.3.1.1 試験材料

3.8.3.1.1.1 注射材料

各サブロットから同数の試験品を採取し、溶解用液 20mL 中に 100 頭分のワクチンが含まれるよ

うに溶解し、混合し、注射材料とする。 

3.8.3.1.1.2 試験動物

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。

3.8.3.1.2 試験方法

注射材料 20mL ずつを４頭の試験動物の皮下に注射し、14 日間観察する。ワクチン注射時、試

験動物の体重１ kg 当たり、50,000 単位のペニシリンを筋肉内に注射する。

3.8.3.1.3 判定

観察期間中、試験動物に異常を認めてはならない。 

3.8.3.2 マウス注射試験 

3.8.3.2.1 試験材料

3.8.3.2.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。 

3.8.3.2.1.2 試験動物

４週齢のマウスを用いる。 

3.8.3.2.2 試験方法

試験動物 10 匹を試験群、５匹を対照群とする。

注射材料 0.1mL ずつを試験群の内股部皮下に注射し、対照群と共に 10 日間生死を観察する。

3.8.3.2.3 判定

全ての試験動物が生存しなければならない。 

3.8.4 毒力試験

3.8.4.1 試験動物

3.8.3.2 の試験に用いた動物を用いる。

3.8.4.2 試験方法

3.8.3.2 の試験の観察期間中、関節炎の発生の有無を検査する。

3.8.4.3 判定

試験群の 80 ％以上に関節炎が認められなければならない。この場合、対照群は、いずれも関節

炎が認められてはならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年６か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とす

る。 

付記１ 保存安定剤 

１ 脱脂乳液 1,000 mL 中

脱脂粉乳 100   g 

水 残 量 

加温溶解した後、100 メッシュでろ過したろ液を、110 ～ 115 ℃で 20 分間滅菌したもの。

２ 酵母エキス液 1,000 mL 中

酵母エキス 50   g 

水 残 量 

加温溶解後、121 ℃で 15 分間滅菌したもの。



使用時に１及び２を等量混合する。 

付記２ 製造用培地 

1,000mL 中

ペプトン 20.0   g 

塩化ナトリウム 5.0   g 

ポリソルベート 80 1.0 mL

肉水 残 量 

pH を 7.8 ～ 8.0 に調整し、121 ℃で 15 分間高圧滅菌する。

付記３ 細胞増殖用培養液１ 

1,000mL 中

トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95   g 

又はラクトアルブミン水解物 5   g 

牛又はやぎ血清 50 ～ 100 mL 

イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを用い

る。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記４ 細胞増殖用培養液２ 

1,000mL 中
トリプトース・ホスフェイト・ブロス 2.95 g 

バクトペプトン 

N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸

イーグル MEM

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。

5 g  

2.13 g 
残 量 

付記５ 洗浄液 

Ａ液とＢ液を混合したもの 

Ａ液 800mL 中

塩化ナトリウム 8.0 g 

塩化カリウム 

無水リン酸水素二ナトリウム

リン酸二水素カリウム

水 

0.2 g 

1.15 g 

0.2 g 
残 量 

Ｂ液 200mL 中
無水塩化カルシウム 0.1 g 

塩化マグネシウム六水和物 

水 

0.1 g 
残 量 

付記６ 抗体希釈液 

ハンクス液又は洗浄液に牛血清アルブミン・フラクションＶを 0.5 ～ 1.0w/v ％となるように



溶解したもの。 

付記７ 抗豚熱ウイルスモノクローナル抗体

動物医薬品検査所が配布するもの 

付記８ 基質液 

0.2mol/L リン酸－ 0.1mol/L クエン酸緩衝液（pH5.0）50mL に o －フェニレンジアミン二塩

酸塩 25mg 及び過酸化水素（30）0.01mL を加えたもの。

用時調製する。 



豚熱診断用蛍光抗体 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

1 定義

豚熱ウイルス免疫抗体に蛍光色素を結合させ、凍結乾燥した蛍光標識抗体である。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

製造に適当と認められた豚熱ウイルス株 

2.1.3 継代及び保存

原株及び種ウイルスは、豚又は適当と認められた培養細胞で継代する。 

継代は、原株では３代以内、種ウイルスでは５代以内でなければならない。ただし、特に承認さ

れたものは、その継代数とする。 

原株及び種ウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

2.2 製造用材料

2.2.1 動物

豚又は適当と認められた動物を用いる。 

2.2.2 蛍光色素

フルオレセイン・イソチオシアネートを用いる。

2.3 原液

2.3.1 免疫

適当と認められた方法で動物を免疫し、血清を採取して抗豚熱ウイルス血清とする。抗豚熱ウ

イルス血清について、3.1 の試験を行う。

2.3.2 免疫グロブリンの調製

抗豚熱ウイルス血清を、硫酸アンモニウム塩析法又は適当と認められた方法でγグロブリン画

分を収集し、免疫グロブリンとする。 

免疫グロブリンについて、3.2 の試験を行う。

2.3.3 蛍光標識抗体液の調製

免疫グロブリンをリン酸緩衝食塩液又は生埋食塩液で１～２ w/v％の蛋白溶液となるように調製

する。これにフルオレセイン・イソチオシアネートを標識した後、適当と認められた方法でゲルろ

過及びカラムクロマトグラフィーにより精製を行い、色素対蛋白結合分子比が１～２の画分を収集

し、蛍光標識抗体液とする。 

蛍光標識抗体液について、3.3 の試験を行う。

2.3.4 原液の調製

蛍光標識抗体液をアセトン乾燥豚臓器粉末で吸収し、リン酸緩衝食塩液又は生理食塩液で希釈し

て染色力価が８倍以上となるように調製し、原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液を混合し、メンブランフィルターでろ過し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.5 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 抗豚熱ウイルス血清の試験

3.1.1 抗体価測定試験



抗豚熱ウイルス血清の豚熱ウイルスに対する中和抗体価を適当と認められた方法で測定するとき、

5,000 倍以上でなければならない。 

3.2 免疫グロブリンの試験 

3.2.1 蛋白含有量試験 

免疫グロブリンの蛋白含有量を波長 280nm で測定するとき、１ w/v％以上でなければならない。 

3.3 蛍光標識抗体液の試験 

3.3.1 色素対蛋白結合分子比試験 

蛍光標識抗体液の吸光度を波長 495nm 及び 280nm で測定して色素対蛋白結合分子比を算出する

とき、１～２でなければならない。 

3.4 原液の試験 

3.4.1 特異性試験 

3.4.1.1 試験材料 

検体、豚熱ウイルス感染材料として感染豚の扁桃の凍結切片及び GPE －株を感染させた豚由来培

養細胞、対照材料として正常培養細胞、健康豚の扁桃及び肺の凍結切片並びに日本脳炎ウイルス、

豚パルボウイルス、豚伝染性胃腸炎ウイルス、オーエスキー病ウイルス、豚サイトメガロウイルス、

豚流行性下痢ウイルス、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス、豚サーコウイルス及び豚ロタウイルス

感染培養細胞を用いる。 

3.4.1.2 試験方法 

検体でそれぞれの材料を直接法により 37 ℃で 60 分間染色し、観察する。 

3.4.1.3 判定 

豚熱ウイルス感染材料では特異蛍光を認めなければならず、対照材料では類似の蛍光を認めては

ならない。 

3.4.2 抗原阻止試験 

3.4.2.1 試験材料 

検体、3.4.1.1 を準用して作製した豚熱ウイルス感染材料のうちいずれか１種類、中和抗体価 

1,000 倍以上の抗豚熱ウイルス血清及び陰性血清を用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

抗豚熱ウイルス血清又は陰性血清でそれぞれ豚熱ウイルス感染材料を前処理し、それぞれの標本

について 3.4.1.2 を準用して試験を行う。 

3.4.2.3 判定 

抗豚熱ウイルス血清で前処理した標本では、特異蛍光は認められず、又は著しく減弱しなければ

ならない。陰性血清で前処理した標本では、特異蛍光を認めなければならず、染色性に異常を認め

てはならない。 

3.4.3 力価試験 

3.4.3.1 試験材科 

3.4.3.1.1 試料 

検体をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.3.1.2 感染材料 

3.4.1.1 を準用して作製した豚熱ウイルス感染材料のうちいずれか１種類を用いる。 

3.4.3.2 試験方法 

試料で感染材料を 37 ℃で 60 分間染色し、観察する。 

3.4.3.3 判定 

特異蛍光が認められる検体の最終希釈倍数は、８倍以上でなければならない。 

3.5 小分製品の試験 

3.5.1 特性試験 



一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.5.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.3 特異性試験 

3.4.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 抗原阻止試験 

3.4.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.5 力価試験 

3.4.3 を準用して試験するとき、特異蛍光が認められる試験品の最終希釈倍数は、４倍以上でなけ

ればならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年間とする。ただし、特に承認されたものは、その期間とする。 

5 その他 

5.1 添付文書等記載事項 

溶解した蛍光標識抗体は、使用前に 3,000rpm で 15 分間遠心又は非吸着性のメンブランフィルタ

ーでろ過して使用する旨 



豚伝染性胃腸炎診断用蛍光抗体 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正

1 定義

豚伝染性胃腸炎ウイルス免疫抗体に蛍光色素を結合させ、凍結乾燥した蛍光標識抗体である。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

豚伝染性胃腸炎ウイルス静岡株（SH 株）又はこれと同等と認められた株

2.1.2 継代及び保存

原株及び種ウイルスは、人工乳哺育豚で継代する。 

継代は、原株では３代以内、種ウイルスでは５代以内でなければならない。ただし、特に承認さ

れたものは、その継代数とする。 

原株及び種ウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

2.2 製造用材料

2.2.1 動物

人工乳哺育豚又はモルモットその他適当と認められた動物を用いる。 

2.2.2 蛍光色素

フルオレセイン・イソチオシアネートを用いる。

2.3 原液

2.3.1 免疫

適当と認められた方法で動物を免疫し、血清を採取して抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清とする。

抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清について、3.1 の試験を行う。

2.3.2 免疫グロブリンの調製

抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清を、硫酸アンモニウム塩析法又は適当と認められた方法でγグ

ロブリン画分を収集し、免疫グロブリンとする。

免疫グロブリンについて、3.2 の試験を行う。

2.3.3 蛍光標識抗体液の調製

免疫グロブリンをリン酸緩衝食塩液又は生理食塩液で１～２ w/v％の蛋白溶液となるように調製

する。これにフルオレセイン・イソチオシアネートを標識した後、適当と認められた方法でゲルろ

過及びカラムクロマトグラフィーにより精製を行い、色素対蛋白結合分子比が１～２の画分を収集

し、蛍光標識抗体液とする。 

蛍光標識抗体液について、3.3 の試験を行う。

2.3.4 原液の調製

蛍光標識抗体液をアセトン乾燥豚臓器粉末で吸収し、リン酸緩衝食塩液又は生理食塩液で希釈し

て染色力価が８倍以上となるように調製し、原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液を混合し、メンブランフィルターでろ過し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.5 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清の試験

3.1.1 抗体価測定試験



中和試験法により抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清の豚伝染性胃腸炎ウイルスに対する抗体価を測

定するとき、4,000 倍以上でなければならない。

3.2 免疫グロブリンの試験

3.2.1 蛋白含有量試験

免疫グロブリンの蛋白含有量を波長 280nm で測定するとき、１ w/v％以上でなければならない。

3.3 蛍光標識抗体液の試験

3.3.1 色素対蛋白結合分子比試験

蛍光標識抗体液の吸光度を波長 495nm 及び 280nm で測定して色素対蛋白結合分子比を算出する

とき、１～２でなければならない。 

3.4 原液の試験

3.4.1 特異性試験

3.4.1.1 試験材料

  検体、豚伝染性胃腸炎感染材料として静岡株（SH 株）を感染させた豚由来培養細胞、対照材料と

して正常培養細胞、健康豚の肺及び小腸の凍結切片並びに日本脳炎ウイルス、豚パルボウイルス、

豚熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、豚サイトメガロウイルス、豚流行性下痢ウイルス、 豚繁

殖・呼吸障害症候群ウイルス、豚サーコウイルス及び豚ロタウイルス感染培養細胞を用いる。 

3.4.1.2 試験方法

検体でそれぞれの材料を直接法により 37 ℃で 60 分間染色し、観察する。

3.4.1.3 判定

豚伝染性胃腸炎ウイルス感染材料では特異蛍光を認めなければならず、対照材料では類似の蛍光

を認めてはならない。 

3.4.2 抗原阻止試験

3.4.2.1 試験材料

検体、3.4.1.1 を準用して作製した豚伝染性胃腸炎ウイルス感染材料、中和抗体価 1,000 倍以上の

抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清及び陰性血清を用いる。 

3.4.2.2 試験方法

抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清又は陰性血清でそれぞれ豚伝染性胃腸炎ウイルス感染材料を前処

理し、それぞれの標本について 3.4.1.2 を準用して試験を行う。

3.4.2.3 判定

抗豚伝染性胃腸炎ウイルス血清で前処理した標本では、特異蛍光は認められず、又は著しく減弱

しなければならない。陰性血清で前処理した標本では、特異蛍光を認めなければならず、染色性に

異常を認めてはならない。 

3.4.3 力価試験

3.4.3.1 試験材料

3.4.3.1.1 試料

検体をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.3.1.2 感染材料

3.4.1.1 を準用して作製した豚伝染性胃腸炎ウイルス感染材料を用いる。

3.4.3.2 試験方法

試料で感染材料を 37 ℃で 60 分間染色し、観察する。

3.4.3.3 判定

特異蛍光が認められる検体の最終希釈倍数は、８倍以上でなければならない。 

3.5 小分製品の試験 

3.5.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな 



い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.5.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.3 特異性試験 

3.4.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 抗原阻止試験 

3.4.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.5 カ価試験 

3.4.3 を準用して試験するとき、特異蛍光が認められる試験品の最終希釈倍数は、４倍以上でなけ

ればならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年間とする。ただし、特に承認されたものは、その期間とする。 

5 その他 

5.1 添付文書等記載事項 

溶解した蛍光標識抗体は、使用前に 3,000rpm で 15 分間遠心又は非吸着性のメンブランフィルタ

ーでろ過して使用する旨 



トキソプラズマ病診断用蛍光抗体

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

1 定義

トキソプラズマ免疫抗体に蛍光色素を結合させ、凍結乾燥した蛍光標識抗体である。

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

トキソプラズマ・ゴンディ RH 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2 継代及び保存

原株及び種原虫は、マウスで継代する。 

原株及び種原虫は、凍結して－ 70 ℃以下で保存する。

2.2 製造用材料

2.2.1 動物

豚又は適当と認められた動物を用いる。 

2.2.2 蛍光色素

フルオレセイン・イソチオシアネートを用いる。

2.3 原液

2.3.1 免疫

適当と認められた方法で動物を免疫し、血清を採取して抗トキソプラズマ血清とする。

抗トキソプラズマ血清について、3.1 の試験を行う。

2.3.2 免疫グロブリンの調製

抗トキソプラズマ血清を、硫酸アンモニウム塩析法又は適当と認められた方法でγグロブリン

画分を収集し、免疫グロブリンとする。 

免疫グロブリンについて、3.2 の試験を行う。

2.3.3 蛍光標識抗体液の調製

免疫グロブリンをリン酸緩衝食塩液又は生理食塩液で１～２ w/v％の蛋白溶液となるように調製

する。これにフルオレセイン・イソチオシアネートを標識した後、適当と認められた方法でゲルろ

過及びカラムクロマトグラフィーにより精製を行い、色素対蛋白結合分子比が１～２の画分を収集

し、蛍光標識抗体液とする。 

蛍光標識抗体液について、3.3 の試験を行う。

2.3.4 原液の調製

蛍光標識抗体液をアセトン乾燥豚臓器粉末で吸収し、リン酸緩衝食塩液又は生理食塩液で希釈し

て染色力価が８倍以上となるように調製し、原液とする。 

原液について、3.4 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液を混合し、メンブランフィルターでろ過し、最終バルクとする。 

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注し、凍結乾燥し、小分製品とする。

小分製品について、3.5 の試験を行う。

3 試験法 
3.1 抗トキソプラズマ血清の試験

3.1.1 抗体価測定試験

色素試験又はラテックス凝集試験により、抗トキソプラズマ血清のトキソプラズマに対する抗体

価を測定するとき、4,000 倍以上でなければならない。



3.2 免疫グロブリンの試験 

3.2.1 蛋白含有量試験 

免疫グロブリンの蛋白含有量を波長 280nm で測定するとき、１ w/v％以上でなければならない。 

3.3 蛍光標識抗体液の試験 

3.3.1 色素対蛋白結合分子比試験 

蛍光標識抗体液の吸光度を波長 495nm 及び 280nm で測定して色素対蛋白結合分子比を算出する

とき、１～２でなければならない。 

3.4 原液の試験 

3.4.1 特異性試験 

3.4.1.1 試験材料 

検体、トキソプラズマ感染材料として RH 株を感染させたマウスの腹水、脾及び肺の塗抹材料、

対照材料として健康マウスの脾及び肺の塗抹材料並びに日本脳炎ウイルス、豚パルボウイルス、豚

熱ウイルス、豚伝染性胃腸炎ウイルス、オーエスキー病ウイルス、豚サイトメガロウイルス、豚流

行性下痢ウイルス、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス、豚サーコウイルス及び豚ロタウイルス感染

培養細胞を用いる。 

3.4.1.2 試験方法 

検体でそれぞれの材料を直接法により 37 ℃で 60 分間染色し、観察する。 

3.4.1.3 判定 

トキソプラズマ感染材料では特異蛍光を認めなければならず、対照材料では類似の蛍光を認めて

はならない。 

3.4.2 抗原阻止試験 

3.4.2.1 試験材料 

検体、3.4.1.1  を準用して作製したトキソプラズマ感染材料のうちいずれか１種類、抗体価 1,000 

倍以上の抗トキソプラズマ血清及び陰性血清を用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

抗トキソプラズマ血清又は陰性血清で、それぞれトキソプラズマ感染材料を前処理し、それぞれ

の標本について 3.4.1.2 を準用して試験を行う。 

3.4.2.3 判定 

抗トキソプラズマ血清で前処理した標本では、特異蛍光は認められず、又は著しく減弱しなけれ

ばならない。陰性血清で前処理した標本では、特異蛍光を認めなければならず、染色性に異常を認

めてはならない。 

3.4.3 力価試験 

3.4.3.1 試験材料 

3.4.3.1.1 試料 

検体をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。 

3.4.3.1.2 感染材料 

3.4.1.1 を準用して作製したトキソプラズマ感染材料のうちいずれか１種類を用いる。 

3.4.3.2 試験方法 

試料で感染材料を 37 ℃で 60 分間染色し、観察する。 

3.4.3.3 判定 

特異蛍光が認められる検体の最終希釈倍数は、８倍以上でなければならない。 

3.5 小分製品の試験 

3.5.1 特性試験 

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな 



い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.5.2 真空度試験 

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.3 特異性試験 

3.4.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.4 抗原阻止試験 

3.4.2 を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.5.5 力価試験 

3.4.3 を準用して試験するとき、特異蛍光が認められる試験品の最終希釈倍数は、４倍以上でなけ

ればならない。 

4 貯法及び有効期間 

有効期間は、１年間とする。ただし、特に承認されたものは、その期間とする。 

5 その他 

5.1 添付文書等記載事項 

溶解した蛍光標識抗体は、使用前に 3,000rpm で 15 分間遠心又は非吸着性のメンブランフィルタ

ーでろ過して使用する旨 



迷入ウイルス否定試験法 

平成26年11月６日（告示第1554号） 一部改正 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

生ワクチン及び血清類の試料中に検出しうる迷入ウイルスが存在しないことを調べる方法である。 

1 試料

1.1 生ワクチン

各条で規定する場合を除き、検体及び液状試験品はそのまま、乾燥試験品は添付の溶解用液又は

リン酸緩衝食塩液で溶解したものに、各条で示されたそれぞれの免疫血清を加え、37 ℃で１時間又

は４℃で一夜処理し、完全に中和させたものを試料とする。

試料１接種量中には各条で規定する場合を除き、中和前のウイルス量としてｌ頭（羽）分のウイ

ルスが含まれるように調整する。

1.2 血清類

検体等を 100 倍量以上のリン酸緩衝食塩液を用い、２～５℃で一夜透析し、保存剤を除いたもの

を試料とする。 

2 試験方法

2.1 発育鶏卵接種試験

2.1.1 尿膜腔内接種試験

2.1.1.1 鶏胚観察

2.1.1.1.1 試験法

生ワクチン製造用材料の規格 1.1 の９～ 11 日齢の発育鶏卵を用いる。試料 0.1mL ずつを 10 個の

発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、37 ℃で７日間培養する。培養最終日に開卵し、鶏胚の異常の有無

を観察する。 

2.1.1.1.2 判定

鶏胚が正常に発育し、異常を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.1.1.2 赤血球凝集試験

2.1.1.2.1 試験法

2.1.1.1 の培養最終日に採取した尿膜腔液に、0.5vol ％の鶏赤血球浮遊液を等量加え、４℃で 60 

分間静置し、赤血球の凝集の有無を観察する。 

2.1.1.2.2 判定

尿膜腔液に赤血球の凝集を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.1.2 漿尿膜上接種試験

2.1.2.1 試験法

生ワクチン製造用材料の規格 1.1 の 10 ～ 12 日齢の発育鶏卵を用いる。試料 0.1mL ずつを 10 個

の発育鶏卵の漿尿膜上に接種し、37 ℃で５日間培養する。培養最終日に開卵し、鶏胚及び漿尿膜

の異常の有無を観察する。 

2.1.2.2 判定

鶏胚が正常に発育し、漿尿膜に異常を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.2 鶏由来細胞接種試験 

2.2.1 鶏腎培養細胞接種試験

2.2.1.1 細胞観察

2.2.1.1.1 試験法

生ワクチン製造用材料の規格 2.2.1 の鶏腎初代細胞を用いる。細胞を 20 ㎝ 2 以上のシャーレ４枚



以上に培養し、試料 0.2mL ずつを接種し、37 ℃で７日間培養する。培養液及び細胞を採取し、そ

の 0.2mL ずつを培養細胞シャーレ４枚以上に接種して継代し、37 ℃で７日間培養し、CPE の有無

を観察する。 

2.2.1.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.2.1.2 赤血球吸着試験

2.2.1.2.1 試験法

2.2.1.1 の観察最終日に、培養細胞シャーレの培養液を除き、0.1vol％の鶏赤血球浮遊液を重層し、

４℃で 60 分間静置後、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。

2.2.1.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.2.2 鶏胚培養細胞接種試験 

2.2.2.1 細胞観察

2.2.2.1.1 試験法

鶏白血病ウイルスに感受性のある生ワクチン製造用材料の規格 2.1.1 の鶏胚初代細胞を用いる。

細胞を 20 ㎝ 2 以上のシャーレ８枚以上に培養し、24 時間以内に試料 0.2mL ずつを接種し、37 ℃で

培養する。この細胞を３～５日ごとに３代目まで継代し、各代の細胞について CPE の有無を観察す

る。 

2.2.2.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.2.2.2 赤血球吸着試験

2.2.2.2.1 試験法

2.2.2.1 の３代目の培養細胞シャーレ４枚以上について、培養液を除き、0.1vol％の鶏赤血球浮遊

液を重層し、４℃で 60 分間静置後、赤血球吸着の有無を観察する。

2.2.2.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.2.2.3 COFAL 試験

2.2.2.3.1 試験法

2.2.2.1 の３代目の培養細胞シャーレ４枚の細胞を洗浄後、培養液の 1/20 量の１ w/v％ゼラチン加

ベロナール緩衝食塩液を加えてかき採った細胞浮遊液を３回凍結融解し、その遠心上清を採って細

胞抽出液を作る。これを抗原として鶏白血病ウイルスに特異的なはと、兎又はハムスター血清、３ 

単位の溶血素、４単位のモルモット補体及び２ vol％の羊赤血球を用いて Kolmer 法により COFAL 

試験を行う。 

2.2.2.3.2 判定

細胞抽出液が COFAL 試験によって陰性であったときは、この試験に適合とする。

2.2.2.4 細網内皮症ウイルス否定試験

2.2.2.4.1 試験法

2.2.2.1.1 の試料を接種し、培養した初代の細胞浮遊液を、別に新しく培養した鶏胚初代細胞に接

種し、37 ℃で４日間培養する。その細胞浮遊液を３代目に継代するとき、カバーグラス入り培養細

胞シャーレ４枚以上に接種して 37 ℃で４日間培養した後、抗細網内皮症ウイルス血清による蛍光

抗体法を行い、観察する。 

2.2.2.4.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.3 豚由来細胞接種試験

2.3.1 豚腎培養細胞接種試験



2.3.1.1 細胞観察

2.3.1.1.1 試験法

豚腎初代又は継代細胞を用いる。 

試料４ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、37 ℃で５日間培養し CPE の有無

を観察した後、次代に細胞を継代し、37 ℃で７日間培養して CPE の有無を観察する。

2.3.1.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.3.1.2 赤血球吸着試験

2.3.1.2.1 試験法

2.3.1.1 の観察最終日に培養細胞表面をリン酸緩衝食塩液で２回洗浄後、培養細胞を３群に分け、

モルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の 0.1vol％赤血球浮遊液をそれぞれの群に重層し、４℃

で 60 分間及び 37 ℃で 30 分間静置後、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。

2.3.1.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.3.1.3 豚熱ウイルス否定試験

次の 2.3.1.3.1 又は 2.3.1.3.2 により試験を行う。

2.3.1.3.1 蛍光抗体法

2.3.1.3.1.1 試験法

2.3.1.1.1 の試料接種後５日目の培養上清を採取し、その１ mL を３ cm2 以上のカバーグラスに培

養した 2.3.1.1 の培養細胞に接種し、37 ℃で 24 ～ 48 時間培養後、抗豚熱ウイルス血清による蛍光

抗体法を行い、観察する。 

2.3.1.3.1.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.3.1.3.2 END 法及び干渉法

2.3.1.3.2.1 試験法

2.3.1.1.1 の試料接種後５日目の培養上清を採取し、その 0.1mL ずつをそれぞれ 20 本（穴）以上

の小試験管等に分注し、細胞増殖用培養液に浮遊した豚精巣初代細胞を 0.5mL ずつ加える。37 ℃

で４日間静置培養後、培養細胞を２群に分け、END 法及び WEE ウイルスによる干渉法を行う。

2.3.1.3.2.2 判定

培養細胞に豚熱ウイルスを認めないときは、この試験に適合とする。 

2.3.1.4 豚サーコウイルス否定試験

2.3.1.4.1 試験法

PPK-3F 細胞を用いる。

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、グルコサミン処理を行い、37 ℃で

５日間培養した後、次代に細胞を継代する。継代した細胞を 37  ℃で４日間培養した後、次代に継代

し、継代した細胞を 37 ℃で３日間培養した後、抗豚サーコウイルス血清による蛍光抗体法を行う。

2.3.1.4.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.3.2 豚精巣培養細胞接種試験

2.3.2.1 細胞観察

2.3.2.1.1 試験法

豚精巣初代又は継代細胞を用いる。 

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、37 ℃で培養し、10 日間観察する。

2.3.2.1.2 判定



観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.3.2.2 赤血球吸着試験

2.3.2.2.1 試験法

2.3.2.1 の観察最終日に細胞表面をリン酸緩衝食塩液で２回洗浄後、培養細胞を３群に分け、モル

モット、がちょう及び７日齢以内の鶏の 0.1vol％赤血球浮遊液をそれぞれの群に重層し、４℃で 60

分間及び 37 ℃で 30 分間静置し、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。

2.3.2.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.4 牛由来細胞接種試験 

2.4.1 牛腎培養細胞接種試験

2.4.1.1 細胞観察

2.4.1.1.1 試験法

牛腎継代細胞を用いる。 

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、34 ～ 36 ℃で５日間培養し、CPE 

の有無を観察した後、次代に継代培養し、単層となったとき、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を洗浄

し、維持用培養液を加え、37 ℃で５日間培養し、CPE の有無を観察する。

2.4.1.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.4.1.2 赤血球吸着試験

2.4.1.2.1 試験法

2.4.1.1 の観察最終日に培養細胞を２群に分け、モルモット及びがちょうの 0.1vol％赤血球浮遊液

をそれぞれ重層し、60 分間静置後、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。

2.4.1.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.4.2 牛精巣培養細胞接種試験

2.4.2.1 試験法

牛精巣継代細胞を用いる。 

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、34 ～ 36 ℃で５日間培養し、CPE 

の有無を観察した後、細胞を 10 本の小試験管に継代し、５日間培養し、CPE の有無を観察する。

培養液を除き、ｌ mL 中約 105TCID50 の牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス Nose 株を含む維持用培

養液 0.5mL をそれぞれに加え、34 ～ 36 ℃で７日間回転培養し、CPE の有無を観察する。

2.4.2.2 判定

観察期間中、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス接種前の培養細胞に CPE を認めず、接種後の

培養細胞に CPE を認めたときは、この試験に適合とする。

2.5 犬由来細胞接種試験 

2.5.1 犬腎培養細胞接種試験

2.5.1.1 細胞観察

2.5.1.1.1 試験法

犬腎初代又は継代細胞を用いる。 

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、36 ℃で５日間培養し、CPE の有

無を観察した後、次代に継代し、36 ℃で 10 日間培養し、CPE の有無を観察する。

2.5.1.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.5.1.2 赤血球吸着試験

2.5.1.2.1 試験法



2.5.1.1 の観察最終日に、培養液を除き、0.1vol ％のモルモット赤血球浮遊液を重層し、4 ℃で 60 

分間静置後、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。 

2.5.1.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.6 猫由来細胞接種試験

2.6.1 猫腎培養細胞接種試験

2.6.1.1 細胞観察

2.6.1.1.1 試験法

猫腎初代又は継代細胞を用いる。 

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、36 ℃で５日間培養し、CPE の有

無を観察した後、次代に継代し、36 ℃で 10 日間培養し、CPE の有無を観察する。

2.6.1.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.6.1.2 犬パルボウイルス及び猫汎白血球減少症ウイルス否定試験

2.6.1.2.1 試験法

2.6.1.1 の観察最終日の培養液に、0.2w/v％牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液を等量加える。

さらに、この混合液と等量の VAD6.0 液で調製した 0.5vol％の豚赤血球液を加えて、４℃で 18 時

間静置後、赤血球凝集の有無を観察する。 

2.6.1.2.2 判定

赤血球の凝集を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.7 その他の動物由来細胞接種試験

2.7.1 モルモット腎培養細胞接種試験

2.7.1.1 細胞観察

2.7.1.1.1 試験法

モルモット腎初代細胞を用いる。

試料２ mL を、１ mL につき 20cm2 以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 10 日間培養し、CPE の有

無を観察する。 

2.7.1.1.2 判定

観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.7.1.2 赤血球吸着試験

2.7.1.2.1 試験法

2.7.1.1 の観察最終日に細胞表面をリン酸緩衝食塩液で２回洗浄後、培養細胞を３群に分け、モル

モット、がちょう及び７日齢以内の鶏の 0.1vol％赤血球浮遊液をそれぞれの群に重層し、４℃で 60

分間及び 37 ℃で 30 分間静置後、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。

2.7.1.2.2 判定

培養細胞に赤血球吸着を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.7.2 MA-104 細胞接種試験

2.7.2.1 ロタウイルス否定試験

次の 2.7.2.1.1 又は 2.7.2.1.2 により試験を行う。

2.7.2.1.1 細胞観察

2.7.2.1.1.1 試験法

試料 0.1mL ずつを 10 本以上の培養細胞に接種し、37 ℃で 60 分間吸着後、リン酸緩衝食塩液で

細胞表面を洗浄し、適量のトリプシンを添加した培養液を加え、37 ℃で７日間回転培養し CPE の

有無を観察する。 

2.7.2.1.1.2 判定



観察期間中、培養細胞に CPE を認めないときは、この試験に適合とする。

2.7.2.1.2 蛍光抗体法

2.7.2..1.2.1 試験法

試料 0.1mL を３㎝２以上のカバーグラスに培養した培養細胞に接種し、37 ℃で 48 時間培養後、抗

ロタウイルス血清による蛍光抗体法を行い、観察する。 

2.7.2.2.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.8 動物接種試験

2.8.1 牛又は羊接種試験

2.8.1.1 牛白血病ウイルス否定試験

2.8.1.1.1 試験法

体重 100 ～ 200kg の健康な牛又は体重 30 ～ 50kg の健康な羊を用いる。

試料 10mL を１頭の牛又は羊の筋肉内に注射し、２及び３か月目に採血して得た血清について、受

身赤血球凝集反応、酵素抗体反応又は寒天ゲル内沈降反応により牛白血病ウイルス抗体の検出を 行

う。 

2.8.1.1.2 判定

牛白血病ウイルスに対する抗体を認めないとき、この試験に適合とする。 

2.8.2 乳のみマウス脳内接種試験

2.8.2.1 試験法

３日齢以内のマウスを用いる。 

試料 0.02mL ずつを 10 匹のマウスの脳内に注射し、５日目に採取した脳の混合乳剤遠心上清を

更に 10 匹のマウスの脳内に注射し、10 日間観察する。

2.8.2.2 判定

マウスに死亡又は神経症状を認めないときは、この試験に適合とする。



外来性ウイルス否定試験法 

平成22年３月３日（告示第 394号） 一部改正 

平成26年11月６日（告示第1554号） 一部改正 

平成28年９月30日（告示第1889号） 一部改正 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

マスターシードウイルス、マスターセルシード及びマスターシードコクシジウム中に、検出しうる

外来性のウイルスが存在しないことを調べる方法である。 

1 試料

1.1 マスターシードウイルス

検体１mLに免疫血清を加え、37℃で１時間又は４℃で一夜処理し、完全に中和させたものを試

料とする。 

1.2 マスターセルシード

単層となった培養細胞を２群に分けて培養し、１群は凍結融解を３回繰り返し、その凍結融解混

合物に残りの１群の培養上清を混合したものを試料とする。 

1.3 マスターシードコクシジウム

検体を遠心分離等適当と認められた方法で処理したものを試料とする。 

2 共通ウイルス否定試験

マスターシードウイルス、マスターセルシード及びマスターシードコクシジウムは、由来動物種

に感染する可能性のある適切な範囲のウイルス及びワクチンの対象動物に病原性を持つウイルスを

考慮し、2.1 及び2.2 の試験又はいずれかの試験により行う。

2.1 感受性細胞接種試験

2.1.1 試験材料

2.1.1.1 培養細胞

培養細胞の由来動物種に感染する可能性のある適切な範囲のウイルスに対して感受性が高い細胞

及びワクチンの対象動物種に感染する可能性のある適切な範囲のウイルスに対して感受性が高い細

胞を用いる。 

2.1.2 試験方法

2.1.2.1 培養

試料１mLにつき70cm２以上の培養細胞に接種し、37℃で７日間培養し、次代に細胞を継代する。

継代した細胞を37℃で７日間培養した後、更に次代に細胞を継代し、37℃で７日間培養する。なお、

魚由来細胞を用いるときは、ワクチン（シードロット製剤）の部の各項で規定する方法で培養する 

こと。 

2.1.2.2 細胞観察

CPEの有無をすべての培養期間中少なくとも２日ごとに観察する。

2.1.2.3 細胞染色

12cm２以上の培養細胞について培養最終日にヘマトキシリン－エオジン又はメイグリュンワルド

－ギムザで染色し、顕微鏡下でCPE及び封入体その他迷入因子に起因する細胞異常の有無を観察す

る。 

2.1.2.4 赤血球吸着

培養最終日に培養細胞をそれぞれ18cm２以上になるように３群に分け、培養細胞表面をリン酸緩

衝食塩液で２回洗浄後、モルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の0.1vol％赤血球浮遊液をそれ

ぞれの群に重層し、４℃で30分間静置後20～25℃で30分間静置する。その後リン酸緩衝食塩液で洗



浄後、顕微鏡下で赤血球吸着の有無を観察する。 

2.1.3 判定

観察期間中、培養細胞にCPE及び封入体ほか細胞異常を認めず、かつ、培養細胞に赤血球の吸着

を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.2 発育鶏卵接種試験

2.2.1 尿膜腔内接種試験

2.2.1.1 鶏胚観察

2.2.1.1.1 試験方法

生ワクチン製造用材料の規格1.1の９～11日齢の発育鶏卵を用いる。試料0.1mLずつを10個の発育

鶏卵の尿膜腔内に注射し、37℃で７日間培養する。培養最終日に開卵し、鶏胚の異常の有無を観察

する。 

2.2.1.1.2 判定

鶏胚が正常に発育し、異常を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.2.1.2 赤血球凝集試験

2.2.1.2.1 試験方法

2.2.1.1.1の培養最終日に採取した尿膜腔液に、0.5vol％の鶏赤血球浮遊液を等量加え、４℃で60分

間静置し、赤血球の凝集の有無を観察する。 

2.2.1.2.2 判定

尿膜腔液に赤血球の凝集を認めないときは、この試験に適合とする。 

2.2.2 漿尿膜上接種試験

2.2.2.1 試験方法

生ワクチン製造用材料の規格1.1の10～12日齢の発育鶏卵を用いる。試料0.1mLずつを10個の発育

鶏卵の漿尿膜上に接種し、37℃で５日間培養する。培養最終日に開卵し、鶏胚及び漿尿膜の異常の

有無を観察する。 

2.2.2.2 判定

鶏胚が正常に発育し、漿尿膜に異常を認めないときは、この試験に適合とする。 

3 特定ウイルス否定試験 

マスターシードウイルス、マスターセルシード及びマスターシードコクシジウムは、原則として

共通ウイルス否定試験に加え、由来動物種に感染する可能性のある適切な範囲のウイルス及びワク

チンの対象動物に病原性を持つウイルスを考慮し、特定ウイルス否定試験を行う。なお、3.2個別ウ

イルス否定試験において規定されるウイルスについては個別ウイルス否定試験において規定される

方法によること。

3.1 特定ウイルス否定一般試験

3.1.1 蛍光抗体法

3.1.1.1 試験材料

3.1.1.1.1 培養細胞

培養細胞の由来動物種に感染する可能性のある適切な範囲のウイルスに対して感受性が高い細胞

及びワクチンの対象動物種に感染する可能性のある適切な範囲のウイルスに対して感受性が高い細

胞を用いる。なお、魚由来細胞を用いるときは、ワクチン（シードロット製剤）の部の各項で規定

する方法で培養すること。 

3.1.1.2 試験方法

3.1.1.2.1 培養

試料１mLにつき70cm２以上の培養細胞に接種し、37℃で７日間培養し、次代に細胞を継代する。

継代した細胞を37℃で７日間培養した後、更に次代に細胞を継代し、37℃で７日間培養する。なお、

魚由来細胞を用いるときは、ワクチン（シードロット製剤）の部の各項で規定する方法で培養する 



こと。 

3.1.1.2.2 蛍光抗体法

培養最終日にワクチン（シードロット製剤）の部の各項で規定するウイルスに対し、それぞれの

抗血清による蛍光抗体法を行い、観察する。 

3.1.1.3 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.1.2 鶏接種試験

3.1.2.1 試験動物

生ワクチン製造用材料の規格1.1由来の２週齢以上の鶏を用いる。

3.1.2.2 試験方法

試料１mLを筋肉内に、0.03mLを点眼接種又はその他適当と認められた方法で接種し、２週間後

に再接種する。初回接種時及び初回接種５週後の血清を採取し、ワクチン（シードロット製剤）の

部の各項で規定するウイルスに対する抗体を測定する。 

3.1.2.3 判定

初回接種時及び初回接種５週後の血清に特異抗体を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2 個別ウイルス否定試験

3.2.1 鶏白血病ウイルス否定試験

3.2.1.1 試験方法

鶏白血病ウイルスに感受性のある生ワクチン製造用材料の規格2.1.1の鶏胚初代細胞を用いる。

試料１mLにつき培養後24時間以内の70cm２以上の細胞に接種し、37℃で３～５日間培養した後、

次代に細胞を継代する。継代した細胞を37℃で３～５日間培養した後、更に次代に細胞を継代し、

37℃で３～５日間培養する。

３代目の70cm２以上の培養細胞を洗浄後、培養液の1/20量の１w/v％ゼラチン加ベロナール緩衝食

塩液を加えてかき採った細胞浮遊液を３回凍結融解し、その遠心上清を採って細胞抽出液を作る。

これを抗原として鶏白血病ウイルスに特異的なはと、兎又はハムスター血清、３単位の溶血素、４ 

単位のモルモット補体及び２vol％羊赤血球浮遊液を用いてKolmer法によりCOFAL試験を行う。

3.2.1.2 判定

細胞抽出液がCOFAL試験によって陰性であったときは、この試験に適合とする。

3.2.2 細網内皮症ウイルス否定試験

3.2.2.1 試験方法

鶏白血病ウイルスに感受性のある生ワクチン製造用材料の規格2.1.1の鶏胚初代細胞を用いる。

試料１mLにつき培養後24時間以内の70cm２以上の細胞に接種し、37℃で３～５日間培養した初

代の細胞浮遊液を、別に新しく培養した鶏胚初代細胞に接種し、37℃で４日間培養する。その細胞

浮遊液を同様の方法で３代目に継代して37℃で４日間培養した後、抗細網内皮症ウイルス血清によ

る蛍光抗体法を行い、観察する。 

3.2.2.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.3 豚熱ウイルス否定試験

次の3.2.3.1又は3.2.3.2により試験を行う。

3.2.3.1 蛍光抗体法

3.2.3.1.1 試験方法

豚腎初代又は継代培養細胞を用いる。 

試料４mLを、１mLにつき20cm2以上の培養細胞に接種し、37℃で５日間培養する。

試料接種後５日目の培養上清を採取し、その１mLを別の３cm2以上の培養細胞に接種し、37℃で

24～48時間培養後、抗豚熱ウイルス血清による蛍光抗体法を行い、観察する。



3.2.3.1.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.3.2 END法及び干渉法

3.2.3.2.1 試験方法

豚腎初代又は継代細胞を用いる。 

試料４mLを、１mLにつき20cm2以上の培養細胞に接種し、37℃で５日間培養する。

試料接種後５日目の培養上清を採取し、その0.1mLずつをそれぞれ20本（穴）以上の小試験管等

に分注し、細胞増殖用培養液に浮遊した豚精巣初代細胞を0.5mLずつ加える。37℃で４日間静置培

養後、培養細胞を２群に分け、END法及びWEEウイルスによる干渉法を行う。

3.2.3.2.2 判定

培養細胞に豚熱ウイルスを認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.4 豚サーコウイルス否定試験 

3.2.4.1 試験方法

PPK-3F細胞を用いる。

試料２mLを、１mLにつき20cm2以上の培養細胞に接種し、グルコサミン処理を行い、37℃で５

日間培養した後、次代に細胞を継代する。継代した細胞を37℃で４日間培養した後、次代に継代し、

継代した細胞を37℃で３日間培養した後、抗豚サーコウイルス血清による蛍光抗体法を行い、観察

する。 

3.2.4.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.5 牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス否定試験 

3.2.5.1 試験方法

牛精巣継代細胞を用いる。 

試料２mLを、１mLにつき20cm2以上の培養細胞に接種し、34～36℃で５日間培養し、CPEの有

無を観察した後、細胞を10本の小試験管に分注して継代し、５日間培養し、CPEの有無を観察する。

培養液を除き、１mL中約105TCID50の牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスNose株を含む維持用培養

液0.5mLをそれぞれに加え、34～36℃で７日間回転培養し、CPEの有無を観察する。

3.2.5.2 判定

観察期間中、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス接種前の培養細胞にCPEを認めず、接種後の培

養細胞にCPEを認めたときは、この試験に適合とする。

3.2.6 犬パルボウイルス又は猫汎白血球減少症ウイルス否定試験 

3.2.6.1 試験方法

猫腎初代又は継代細胞を用いる。 

試料２mLを、１mLにつき20cm2以上の培養細胞に接種し、36℃で５日間培養後、次代に継代し、

36℃で10日間培養する。

培養最終日の培養液に、0.2w/v％牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液を等量加える。さらに、

この混合液と等量のVAD6.0液で調製した0.5vol％の豚赤血球液を加えて、４℃で18時間静置後、赤

血球凝集の有無を観察する。 

3.2.6.2 判定

赤血球の凝集を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.7 ロタウイルス否定試験 

次の3.2.7.1又は3.2.7.2により試験を行う。

3.2.7.1 細胞観察

3.2.7.1.1 試験方法

MA104細胞を用いる。



試料0.1mLずつを10本以上の培養細胞に接種し、37℃で60分間吸着後、リン酸緩衝食塩液で細胞

表面を洗浄し、適量のトリプシンを添加した培養液を加え、37℃で７日間回転培養しCPEの有無を

観察する。 

3.2.7.1.2 判定

観察期間中、培養細胞にCPEを認めないときは、この試験に適合とする。

3.2.7.2 蛍光抗体法

3.2.7.2.1 試験方法

試料0.1mLを３㎝２以上の培養細胞に接種し、37℃で48時間培養後、抗ロタウイルス血清による蛍

光抗体法を行い、観察する。 

3.2.7.2.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.8 牛白血病ウイルス否定試験 

3.2.8.1 試験方法

体重100～200Kgの健康な牛又は体重30～50Kgの健康な羊を用いる。

試料10mLを１頭の牛又は羊の筋肉内に注射し、２及び３か月目に採血して得た血清について、

受身赤血球凝集反応、酵素抗体反応又は寒天ゲル内沈降反応により牛白血病ウイルス抗体の検出を

行う。 

3.2.8.2 判定

牛白血病ウイルスに対する抗体を認めないとき、この試験に適合とする。 

3.2.9 日本脳炎ウイルス又は狂犬病ウイルス否定試験法 

3.2.9.1 試験方法

３日齢以下のマウスを用いる。 

試料0.02mLずつを10匹のマウスの脳内に注射し、５日目に採取した脳の混合乳剤遠心上清を更に

10匹のマウスの脳内に注射し、10日間観察する。

3.2.9.2 判定

マウスに死亡又は神経症状を認めないときは、この試験に適合とする。

3.2.10 鶏脳脊髄炎ウイルス否定試験 

3.2.10.1 試験方法

生ワクチン製造用材料の規格1.1の６日齢の発育鶏卵を用いる。

試料0.1mLずつを10個の発育鶏卵の卵黄嚢内に接種し、37℃で12日間培養する。培養最終日に５

個を開卵し、鶏胚の異常を観察する。残りは孵化させ10日間観察する。

3.2.10.2 判定

鶏胚に異常及び鶏に死亡又は神経症状を認めないときは、この試験に適合とする。 

3.2.11 コイヘルペスウイルス否定試験 

次の3.2.11.1 又は3.2.11.2 により試験を行う。

3.2.11.1 細胞観察試験

3.2.11.1.1 試験方法

KF-1 又はCCB細胞を用いる。

試料0.1mL ずつを10本以上の培養細胞に接種し、25℃で60分間吸着後、リン酸緩衝食塩液で細胞

表面を洗浄し、25℃で21日間培養しCPE の有無を観察する。

3.2.11.1.2 判定

観察期間中、培養細胞にCPE  を認めないときは、この試験に適合することとする。

3.2.11.2 蛍光抗体試験

3.2.11.2.1 試験方法

試料0.1mL  を３cm２以上のKF-1  細胞又はCCB細胞に接種し、25  ℃で７日間培養後、抗コイヘル



ペスウイルス血清による蛍光抗体法を行い、観察する。 

3.2.11.2.2 判定

培養細胞に特異蛍光抗原の発現を認めないときは、この試験に適合することとする。 



豚熱生ワクチン製造用原種ウイルス 

平成19年５月18日（告示第 692号） 一部改正    

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

1 定義

弱毒豚熱ウイルス GPE －株をモルモット腎初代細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結又は凍結

乾燥したものであって、「豚熱生ワクチン」及び「豚熱・豚丹毒混合生ワクチン」の製造のための原

種ウイルスである。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

弱毒豚熱ウイルス GPE －株

2.1.2 由来

原株は、強毒豚熱ウイルス ALD 株を豚精巣初代細胞、牛精巣初代細胞及びモルモット腎初代細

胞で継代して作出されたものである。 

2.1.3 性状

豚精巣初代細胞で増殖するが、END  現象を示さない（Ｅマーカー）。また、30  ℃でのモルモッ

ト腎初代細胞における増殖は、40 ℃での増殖を上回り（Ｔマーカー）、しかも強毒豚熱ウイルスの

増殖を 100 倍以上上回る（Ｇマーカー）。

2.1.4 継代及び保存

原株及び原種ウイルスは、モルモット腎初代細胞で継代する。原株の継代は、原種ウイルスの製

造又は原株の恒久的な維持以外の目的で行ってはならない。原種ウイルスは、直接原株から連続し

た工程により製造し、その継代数は、３代以内でなければならない。 

原株及び原種ウイルスは、凍結して－ 70 ℃以下、又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

2.2 製造用材料

2.2.1 培養細胞

モルモット（付記１）の腎初代細胞を用いる。

2.2.2 培養液

細胞増殖用培養液１（付記２）及びウイルス増殖用培養液（付記３）を用いる。 

2.3 原液

2.3.1 細胞の培養

１回に処理し、培養した細胞を個体別培養細胞とみなす。ウイルス接種前の培養細胞に異常を認

めてはならない。 

個体別培養細胞について、3.1 の試験を行う。

2.3.2 原種ウイルスの培養

モルモット腎初代細胞に、１ mL 中 103.0TCID50 以上の原株ウイルスを含有するウイルス増殖用培

養液を加える。30 ℃で６～８日間隔で２～３代継代培養して得たウイルス液を原種ウイルス浮遊

液とする。原種ウイルス浮遊液を混合し、ろ過したもの又は遠心上清を原種ウイルス原液とする。

原種ウイルス原液について、3.2 の試験を行う。

2.3.3 原種ウイルスの調製

原種ウイルス原液を容量 50mL の小分容器に 30mL ずつ分注し、－ 70 ℃以下で凍結したもの、

又は原液に適当と認められた安定剤を加えて混合したものを容量 50mL の小分容器に 20mL ずつ分

注し、凍結乾燥したものを原種ウイルスとする。 

原種ウイルスについて、3.3 の試験を行う。



3 試験法 

3.1 培養細胞の試験

個体別培養細胞の５％以上を対照培養細胞とし、これについて次に掲げる試験を行う。 

3.1.1 培養観察

対照培養細胞を、ウイルスを接種することなく、ウイルスの培養と同じ条件で培養する。 

対照培養細胞をプールし、４本以上の培養びん及びカバーグラスを入れた４枚以上のシャーレに

継代し、７日間培養し、観察するとき、CPE を認めてはならない。

3.1.2 赤血球吸着試験

3.1.1 の観察最終日に培養びんの培養液を除き、リン酸緩衝食塩液で細胞表面を２回洗浄した後、

３群に分け、0.1vol％のモルモット、がちょう及び７日齢以内の鶏の赤血球浮遊液を重層し、60 分

間静置後、赤血球吸着の有無を観察するとき、培養細胞に赤血球吸着を認めてはならない。 

3.1.3 封入体染色試験

3.1.1 の観察最終日に培養カバーグラスをリン酸緩衝食塩液で洗浄し、固定した後、ギムザ染色し、

封入体の有無を観察するとき、培養細胞に封入体を認めてはならない。 

3.1.4 迷入ウイルス否定試験

3.1.1 の観察最終日に採取した培養液を試料として、一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 2.3.1、

2.3.2 及び 2.7.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2 原種ウイルス原液の試験

3.2.1 ウイルス含有量試験

3.2.1.1 試験材料

3.2.1.1.1 試料

検体を細胞増殖用培養液１で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.2.1.1.2 培養細胞

豚精巣初代又は豚腎継代細胞浮遊液を用いる。 

3.2.1.2 試験方法

96 穴組織培養用プレートを用いる。試料 0.1mL ずつをそれぞれ１列 10 穴に分注する。各列の２

穴には細胞増殖用培養液１を 0.1mL  ずつ分注し、対照細胞とする。各穴に細胞増殖用培養液１で

調整した細胞浮遊液を 0.1mL ずつ分注する。37 ℃で５～７日間静置培養した後、培養液を除き、

洗浄液（付記４）で２回洗浄した後、固定する。 

固定プレートの各穴に抗体希釈液（付記５）で至適濃度に希釈した抗豚熱ウイルス感染細胞単ク

ローン抗体（付記６）0.05mL ずつを分注し、37 ℃で 60 分間反応させる。

洗浄液で４回洗浄した後、抗体希釈液で至適濃度に希釈したペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫

グロブリン 0.05mL ずつを各穴に分注し、37 ℃で 40 ～ 60 分間反応させる。

洗浄液で４回洗浄後、基質液（付記７）0.1mL を各穴に分注し、常温で 10 ～ 30 分間反応させた

後、2.5mol/L 硫酸 0.05mL ずつを各穴に加え反応を停止させ、各穴の吸光度値を 492/630nm の波長

でそれぞれ測定する。 

3.2.1.3 判定

対照細胞の平均吸光度値の２倍以上の吸光度値を示す穴を豚熱ウイルス感染細胞とみなし、TCID50

を算出する。 

原種ウイルス原液のウイルス含有量は、１ mL 中 106.0TCID50 以上でなければならない。

3.3 原種ウイルスの試験

3.3.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する液体又は乾燥物でなけれ

ばならない。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めて

はならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 



3.3.2 真空度試験

凍結乾燥品については、一般試験法の真空度試験法に準じて試験するとき、適合しなければなら

ない。 

3.3.3 含湿度試験

凍結乾燥品については、一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければな

らない。 

3.3.4 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.5 マイコプラズマ否定試験

一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、原液を含む中間工程でマイコプラズマ否定試験を実施する場合には、本試験の実施を省 

略することができる。 

3.3.6 迷入ウイルス否定試験

一般試験法の迷入ウイルス否定試験法の 1.1、2.3.1.1、2.3.1.2、2.3.1.4、2.3.2、2.4.2、2.7.1 及び 2.7.2.1 

を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

ただし、中和用血清は、抗豚熱ウイルス血清（付記８）を非働化したものを用いる。 

3.3.7 ウイルス含有量試験

3.2.1 を準用して試験するとき、原種ウイルスのウイルス含有量は、１ mL 中 105.0TCID50 以上で

なければならない。 

ただし、凍結乾燥品については、検体を凍結乾燥前の量となるようにウイルス増殖用培養液で溶

解したものを細胞増殖用培養液１で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。

3.3.8 マーカー試験

3.3.8.1 Ｅマーカー試験

3.3.8.1.1 試験材料

3.3.8.1.1.1 試料

検体又は検体を 20mL のウイルス増殖用培養液で溶解したものを試料とする。

3.3.8.1.1.2 培養細胞

豚精巣初代細胞浮遊液を用いる。 

3.3.8.1.1.3 ニューカッスル病ウイルス

TCND 株又は宮寺株を用いる。

3.3.8.1.2 試験方法

試料 0.1mL ずつを小試験管に 0.5mL ずつ分注した細胞 10 本以上に接種し、37 ℃で４日間静置培

養し、単層が良好であることを確認する。培養液を除き、ニューカッスル病ウイルスを約 106.0 PFU 

含むウイルス増殖用培養液 0.5mL ずつを加え、37 ℃で３日間培養する。

3.3.8.1.3 判定

培養細胞に CPE を認めてはならない。

3.3.8.2 Ｔ及びＧマーカー試験

3.3.8.2.1 試験材料

3.3.8.2.1.1 試料

検体又は検体を 20mL のウイルス増殖用培養液で溶解したものをウイルス増殖用培養液で希釈

し、１ mL 中 103.0TCID50 を含むように調整したものを試料とする。

3.3.8.2.1.2 培養細胞

モルモット腎初代細胞を小試験管に培養し、単層となったものを用いる。

3.3.8.2.2 試験方法

試料 0.1mL ずつをそれぞれ 20 本以上の培養細胞に接種し、２群に分け、30 ℃及び 40 ℃で６～



８日間静置培養する。群ごとに培養液を採取し、混合し、そのウイルス含有量を 3.2.1 

測定する。 

3.3.8.2.3 判定

を準用して 

30  ℃での増殖は、40 ℃での増殖を上回らなければならず（Ｔマーカー）、30 ℃でウイルスの含

有量は、１ mL 中 104.5TCID50 以上でなければならない（Ｇマーカー）。

3.3.9 安全試験

3.3.9.1 試験材料

3.3.9.1.1 注射材料

検体又は検体を 20mL のウイルス増殖用培養液で溶解したものを注射材料とする。

3.3.9.1.2 試験動物

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。

3.3.9.2 試験方法

注射材料 10mL ずつを４頭の試験動物の皮下又は筋肉内に注射し、14 日間観察する。

3.3.9.3 判定

観察期間中、試験動物に異常を認めてはならない。 

3.3.10 力価試験 

3.3.10.1 試験材料

3.3.10.1.1 注射材料

検体又は検体を 20mL  のウイルス増殖用培養液で溶解したものをウイルス増殖用培養液で１ mL 

当たり 103.0TCID50 のウイルス量に希釈したものを注射材料とする。

3.3.10.1.2 試験動物

体重 20 ～ 40kg の豚を用いる。

3.3.10.1.3 中和試験用ウイルス

弱毒豚熱ウイルス GPE －株を用いる。

3.3.10.1.4 培養細胞

CPK-NS 細胞を細胞数が１ mL 中約５× 105.0 となるように細胞増殖用培養液２（付記９）に浮遊

させたものを用いる。 

3.3.10.2 試験方法

豚４頭を試験群とし、１頭を対照群とする。注射材料１ mL ずつを試験群の皮下又は筋肉内に注

射し、28 日目の血清について、中和試験を行う。

被検血清を非働化した後、細胞増殖用培養液２で２倍階段希釈し、各希釈血清と 0.025mL 中約

200TCID50 を含む中和試験用ウイルス液とを等量混合し、37 ℃で 60 分間処理する。この各混合液

0.05mL ずつをそれぞれ 96 穴組織培養用プレートの４穴ずつに分注し、CPK-NS 細胞浮遊液 0.1mL 

ずつを加え、37 ℃で７日間培養し、観察する。

3.3.10.3 判定

培養細胞４穴中２穴以上に CPE の阻止を認めた血清の最高希釈倍数で中和抗体価を表す。

試験群の中和抗体価は、すべて４倍以上でなければならない。この場合、対照群は、１倍未満で

なければならない。 

4 貯法及び有効期間 

凍結されたものは－ 70 ℃以下で、また、凍結乾燥品は 10 ℃以下で保存する。

有効期間は、10 年間とする。

付記１ モルモット 

モルモットは、パラインフルエンザⅠ型ウイルス（ ＨＶＪ）及び日本脳炎ウイルスの



感染がなく、また、臨床上健康なもの 

付記２ 細胞増殖用培養液１ 

1,000mL 中
トリプトース・ホスフェイト・ブロス

又はラクトアルブミン

牛又はやぎ血清

2.95g 

5 g 

100 mL 
イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを

用いる。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記３ ウイルス増殖用培養液 

1,000mL 中
トリプトース・ホスフェイト・ブロス

又はラクトアルブミン

牛又はやぎ血清

2.95g 

5 g 

50 mL 
イーグル MEM 又はアール液 残 量

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

牛又はやぎ血清は、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスに対する中和抗体陰性のものを

用いる。 

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 

付記４ 洗浄液 

Ａ液とＢ液を混合したもの 

Ａ液 800mL 中
塩化ナトリウム

塩化カリウム 

無水リン酸水素二ナトリウム

リン酸二水素カリウム

8.0 g 

0.2 g 

1.15g 

0.2 g 
水 残 量 

Ｂ液 200mL 中
無水塩化カルシウム 

塩化マグネシウム六水和物 

0.1 g 

0.1 g 
水 残 量 

付記５ 抗体希釈液 

ハンクス液又は付記４に牛血清アルブミン・フラクションＶを 0.5 ～
ように溶解したもの 

付記６ 抗豚熱ウイルス感染細胞単クローン抗体 

動物医薬品検査所が配布するもの 

1.0w/v ％となる



付記７ 基質液 

0.2mol/L リン酸－ 0.1mol/L クエン酸緩衝液（pH5.0）50mL にo－フェニレンジアミン二

塩酸塩 25mg 及び過酸化水素（30）0.01mL を加えたもの

用時調製する。 

付記８ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルスで免疫した兎又はやぎの血清であって、検体又は試験品のウイルスを完全

に中和する力価を有するもの 

付記９ 細胞増殖用培養液２ 

1,000mL 中 

トリプトース・ホスフェイト・ブロス

バクトペプトン

N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2

-アミノエタンスルホン酸

イーグル MEM

2.95g 

5 g 

2.13g 
残 量 

炭酸水素ナトリウムで pH を 6.8 ～ 7.2 に調整する。

必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 



豚丹毒生ワクチン製造用原種菌 

平成20年３月25日（告示第 425 号）一部改正 

令和２年２月５日（告示第 231 号）一部改正 

1 定義

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井 65-0.15 株を液体培地で増殖させ、その培養液に安定剤

を加え、凍結乾燥したもので、「豚丹毒生ワクチン」及び「豚熱・豚丹毒混合生ワクチン」の製造

のための原種菌である。 

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井 65-0.15 株

2.1.2 由来

原株は、豚丹毒菌小金井株をアクリフラビンを含む培地で長期間継代して得たアクリフラビン耐

性の弱毒株である。 

2.1.3 性状

原種菌は、0.02w/v ％アクリフラビン加寒天培地で発育しなければならない。

豚丹毒抗体陰性豚の皮下に注射した場合、注射部位に限局した善感反応（小丘疹の形成）を呈す

るが、全身症状を認めてはならず、注射後３週目に豚丹毒菌の強毒株で攻撃した場合、耐過生存し

なければならない。 

４週齢のマウスの皮下に注射した場合、その 90  ％以上が関節炎を呈するが、100  ％が耐過生存

しなければならず、注射後 10 

ない。 

2.1.4 継代及び保存

日目に豚丹毒菌の強毒株で攻撃した場合、耐過生存しなければなら

原株及び原種菌は、普通寒天培地で継代する。 

原株の継代は、原種菌の製造又は原株の恒久的な維持以外の目的で行ってはならない。 

原種菌は、直接原株から連続した工程により製造し、その継代数は、３代以内でなければならな

い。 

原株及び原種菌は、凍結乾燥して 5 ℃以下で保存する。

2.2 製造用材料

普通ブイヨン培地又は適当と認められた培地を用いる。 

2.3 原液

2.3.1 培養

原株を培地で溶解した後、培地に接種し、培養したものを培養菌液とする。

培養菌液について、3.1 の試験を行う。

2.3.2 安定剤の添加

培養菌液に安定剤（付記 1）又は適当と認められた安定剤を添加し、原液とする。

原液について、3.2 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液を混合し、最終バルクとする。 

2.5 原種菌

最終バルクを 50mL 容量びんに 20mL ずつ分注し、凍結乾燥し、原種菌とする。

原種菌について、3.3 の試験を行う。

3 試験法 



3.1 培養菌液の試験

3.1.1 夾雑菌否定試験

3.1.1.1 液状チオグリコール酸培地培養法

一般試験法の無菌試験法 1 を準用して試験するとき、豚丹毒菌以外の菌の発育を認めてはならな

い。 

3.1.1.2 普通寒天培地斜面培養法

3.1.1.2.1 試験材料

検体及び斜面の普通寒天培地を用いる。 

3.1.1.2.2 試験方法

検体 0.5mL ずつを普通寒天培地４本の斜面部に接種し、２本を 30 ～ 32 ℃で 10 日間、残りの２

本を 22 ～ 25 ℃で 14 日間培養する。

3.1.1.2.3 判定

豚丹毒菌以外の菌の発育を認めてはならない。 

3.2 原液の試験

3.2.1 夾雑菌否定試験

3.1.1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 生菌数試験

3.2.2.1 試験材料

3.2.2.1.1 試料

検体を普通ブイヨン培地又は適当と認められた培地で

とする。 

3.2.2.1.2 培地

普通寒天培地又は適当と認められた培地を用いる。 

3.2.2.2 試験方法

10  倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料

試料１ mL ずつを平板混釈培養法により培地２枚以上に接種し、37 ℃で 48 時間培養して生じた

集落数を数える。 

3.2.2.3 判定

各段階の希釈液ごとの集落数の平均値、希釈倍数及び培地への接種量から生菌数を算出する。

検体の生菌数は、１ mL 中 1.5 × 108 個以上でなければならない。

3.3 原種菌の試験 
3.3.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな

い。溶解したものは、固有の色調を有する液体でなければならず、異物又は異臭を認めてはならな

い。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。 

3.3.2 真空度試験

一般試験法の真空度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.3 含湿度試験

一般試験法の含湿度試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

3.3.4 夾雑菌否定試験

検体を溶解用液 20mL で溶解した後、3.1.1 

3.3.5 生菌数試験

を準用して試験するとき、適合しなければならない。 

検体を溶解用液 20mL で溶解した後、3.2.2 を準用して試験するとき、原種菌の生菌数は、１ mL 

中 5 × 107 個以上でなければならない。

3.3.6 同定試験

3.3.6.1 試験材料



3.3.6.1.1 試料

検体を溶解用液 20mL で溶解したものを試料とする。

3.3.6.1.2 培地

0.02w/v ％アクリフラビン加寒天培地を用いる。

3.3.6.2 試験方法

試料 0.1mL ずつを培地２枚以上に接種し、培地表面に拡散させ、37 ℃で 48 時間培養する。

3.3.6.3 判定

豚丹毒菌の発育が認められなければならない。 

3.3.7 安全試験 

3.3.7.1 試験材料

3.3.7.1.1 注射材料

検体を用いる。 

3.3.7.1.2 試験動物

4 週齢のマウス及び２～３か月齢の豚丹毒菌に対する抗体陰性豚を用いる。 

3.3.7.2 試験方法

3.3.7.2.1 マウス注射試験

マウス 10 匹を試験群、10 匹を対照群とする。

検体を溶解用液で生菌数が１ mL 中 1 × 108 個となるように溶解したものを 0.1mL ずつ試験群の

内股部皮下に注射し、対照群とともに 10 日間臨床観察する。

3.3.7.2.2 豚注射試験

豚２頭を試験群、２頭を対照群とする。 

検体を溶解用液 20mL で溶解したものを 10mL ずつ試験群の肩部皮下に注射し、溶解用液 10mL 

ずつを注射した対照群とともに 10 日間生死を観察する。

3.3.7.3 判定

3.3.7.3.1 マウス注射試験

すべての試験動物が生存しなければならない。 

3.3.7.3.2 豚注射試験

試験群は、いずれも全身の異常が認められず、生存しなければならない。この場合、対照群は、

いずれも生存しなければならない。 

3.3.7.4 再試験

事故のため、マウスでは試験、対照両群のいずれかでも９匹未満となったとき、また、豚では試

験、対照両群のいずれかで２頭末満となったときは、試験を反復しなければならない。 

3.3.8 毒力試験

3.3.8.1 試験材料

3.3.7 の試験に用いたマウス及び豚を用いる。

3.3.8.2 試験方法

3.3.8.2.1 マウス注射試験

3.3.7 の試験の観察期間中、関節炎の発生の有無を検査する。

3.3.8.2.2 豚注射試験

3.3.7 の試験の観察期間中、注射局所の善感反応の発生の有無を検査する。

3.3.8.3 判定

3.3.8.3.1 マウス注射試験

  試験群の 90%以上に関節炎が認められなければならない。この場合、対照群に関節炎が認められては

ならない。 

3.3.8.3.2 豚注射試験



試験群は、いずれも注射局所に善感反応が認められなければならない。この場合、対照群は、い

ずれも善感反応に類似する反応が認められてはならない。 

3.3.8.4 再試験

対照群のマウスに関節炎の発生が認められたとき又は対照群の豚に善感反応が認められたときは、

試験を反復しなくてはならない。 

3.3.9 力価試験

3.3.9.1 試験材料

3.3.9.1.1 試料

検体を溶解用液で溶解したもの及び攻撃用豚丹毒菌藤沢株又は適当と認められた菌株を普通ブイ

ヨン培地又は適当と認められた培地で培養した菌液を用いる。

3.3.9.1.2 試験動物

４週齢のマウス及び２～３か月齢の豚丹毒菌に対する抗体陰性豚を用いる。 

3.3.9.2 試験方法

3.3.9.2.1 マウス注射試験

マウス 10 匹を試験群、10 匹を対照群とする。

検体を溶解用液で生菌数がｌ mL 中 104 個となるように希釈し、その 0.1mL ずつを試験群の左内

股部皮下に注射し、注射後 10 日目に、藤沢株又は適当と認められた菌株の培養菌液を 0.1mL 中
1,000 致死量となるように希釈したもの 0.1mL を両群の右内股部皮下に注射し、10 日間臨床観察す

る。 

3.3.9.2.2 豚注射試験

豚４頭を試験群、２頭を対照群とする。 

検体を溶解用液で生菌数が１ mL 中 106 個になるように希釈し、その 1.0mL ずつを試験群の肩部

皮下に注射し、注射後３週目に、藤沢株又は適当と認められた菌株の培養菌液を 0.1mL（生菌数１

mL 中 108 個）ずつ両群の皮内に注射し、10 日間臨床観察する。

3.3.9.3 判定

3.3.9.3.1 マウス注射試験

試験群は、すべて無症状で耐過生存しなければならない。この場合、対照群は、すべて死亡しな

ければならない。 

3.3.9.3.2 豚注射試験

試験群は、いずれも攻撃局所に限定された局所反応（発赤）を呈することがあっても、全身反応

を呈することなく耐過生存しなければならない。この場合、対照群は、いずれも定型的な豚丹毒の

症状が認められなければならない。 

4. 貯法及び有効期間

有効期間は、5 年間とする。

付記１ 安定剤 

１ 脱脂乳液 

1,000 mL 中

脱脂粉乳 100 g 
水 残 量 

加温溶解後、100 メッシュでろ過したろ液を、110 ～ 115 ℃で 20 分間滅菌したもの

２ 酵母エキス液 

1,000 mL 中

酵母エキス 50 g 
水 残 量 



加温溶解後、121 ℃で 15 分間滅菌したもの

使用時に１及び２を等量混合する。 



表５  ＳＰＦ豚群の検査及び処置 

令和２年２月５日（告示第 231号） 一部改正 

 

病 原 体 供試抗原１）
 検査時期及び検査頭数 検査方法２）

 処 置 

時 期 頭 数 

豚アデノウイルス 三重 ３か月毎 
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群5頭又は10％のいずれ

か多い頭数 
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〃 

 
〃 

 

 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 
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SN 抗体陽性群・同居群3)  全殺 

 
日本脳炎ウイルス 

 
中山 

 
HI 

 
〃 

豚ゲタウイルス 神奈川 Haruna HI ELISA 〃 

豚サーコウイルス  IFA 〃 

オーエスキー病ウイルス Shope Sullivan ELISA ﾗﾃｯｸｽ凝集 〃 

牛ウイルス性下痢粘膜病ウイルス Nose SN 〃 

豚熱ウイルス ALD-A76 ELISA 〃 

脳心筋炎ウイルス  SN 〃 

豚赤血球凝集性脳脊髄炎ウイルス HEV-67 SN 〃 

豚伝染性胃腸炎ウイルス TO-K SN 〃 

豚サイトメガロウイルス  IFA 〃 

豚流行性下痢ウイルス  SN 〃 

豚エンテロウイルス(豚テシオウイルスを除  SN（A:PEV-9UKG/410/7 〃 

く)  3、B:PEV-8V13）  

豚インフルエンザウイルス  HI(H1N1, H1N2,H3N2） 〃 

豚パルボウイルス 90HS-SK HI 〃 

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス Lelystad ELISA 〃 

豚ロタウイルス S-80 SN 〃 

マイコプラズマ ハイオニューモニ ELISA 〃 

 エ   

豚赤痢菌  菌分離 陽性群・同居群 全殺 

ローソニア イントラセルラーリス  臨床症状 〃 

マイコバクテリウム アビウム-インツラセル マイコバクテリウ ツベルクリン反応 抗体陽性群・同居群 全殺 

ラーレ ム アビウム   

アクチノバシラス ・プルロニューモニエ ２型SHP-1 AGG 〃 

ボルデテラ ブロンキセプチカ H-16 AGG 〃 

ブルセラ メリテンシス CF 〃 

豚丹毒菌 多摩96 ﾗﾃｯｸｽ凝集 〃 

パスツレラ ムルトシダ  菌分離 陽性群・同居群 全殺 

レプトスピラ  臨床症状 〃 

サルモネラ  菌分離 〃 

トキソプラズマ  色素試験 〃 

豚テシオウイルス4)
 

 
アフリカ豚熱ウイルス4)

 

     



 

 
注  豚の健康状態、異常な点等については全て記録する。死亡した豚については病理組織学的検査等を行う。 

 

1）供試抗原は、他の適切な株を使用してもよい。 
 

2）同等な検査方法があればその検査法を採用してもよい。検査方法は、その妥当性が検証され、保証された方法で実施するこ

と。  ＨＩ：赤血球凝集抑制反応  ＥＬＩＳＡ：免疫酵素抗体法 ＳＮ：血清中和試験  ＩＦＡ：間接蛍光抗体法 

ＡＧＧ：凝集反応  ゲル沈：寒天ゲル内沈降反応  ＣＦ：補体結合反応 
 

3）同居群とは、陽性群と完全に隔離されていない群をいう。 
 

4）国内で発生がない（又は重要度が低い）ものについては、抗原、試験法及び処置については発生国が実施している方法を重

視する。 

口蹄疫ウイルス4)
 

 
豚水胞疹ウイルス4) 

狂犬病ウイルス4) 

豚痘ウイルス4)
 

豚水胞病ウイルス4) 

水胞性口炎ウイルス4) 

牛疫ウイルス4)
 

ニパウイルス4)
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