
 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部 

 

豚熱生ワクチン 

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 （略） 

2.2～2.5 （略） 

3 試験法 

3.1 種ウイルスの試験 

3.1.1 （略）  

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 （略）  

ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部 

 

豚コレラ生ワクチン 

1 定義 

弱毒豚コレラ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 

弱毒豚コレラウイルス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

も強毒豚コレラウイルスの増殖を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 （略） 

2.2～2.5 （略） 

3 試験法 

3.1 種ウイルスの試験 

3.1.1 （略）  

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、抗豚コレラウイルス血清（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 （略）  



 

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、１mL中105.0TCID50以上でなければならない。 

3.2 （略） 

3.3 原液の試験 

3.3.1 （略） 

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・3.3.4 （略） 

3.4 （略） 

3.5 ロットの試験 

3.5.1 （略） 

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。 

3.1.3.2 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コレラウイ

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コレラウイルス感染

細胞とみなし、TCID50を算出する。 

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

3.2 （略） 

3.3 原液の試験 

3.3.1 （略） 

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、抗豚コレラウイルス血清を非働化したものを用いる。 

3.3.3・3.3.4 （略） 

3.4 （略） 

3.5 ロットの試験 

3.5.1 （略） 

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、抗豚コレラウイルス血清を非働化したものを用いる。 



 

3.5.3 （略） 

4 （略） 

付記１ （略） 

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～付記５ （略） 

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 （略） 

3.5.3 （略） 

4 （略） 

付記１ （略） 

付記２ 抗豚コレラウイルス血清 

豚コレラ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～付記５ （略） 

付記６ 抗豚コレラ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 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部 

 

豚熱・豚丹毒混合生ワクチン 

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 （略） 

2.1.2 （略） 

2.2 製造用材料 

2.2.1 豚熱ウイルス 

2.2.1.1・2.2.1.2 （略） 

2.2.2 （略） 

2.3 原液 

2.3.1 豚熱ウイルス原液 

2.3.1.1・2.3.1.2 （略） 

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

ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部 

 

豚コレラ・豚丹毒混合生ワクチン 

1 定義 

弱毒豚コレラ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 豚コレラウイルス株 

2.1.1.1 名称 

弱毒豚コレラウイルス 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

かも強毒豚コレラウイルスの増殖を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 （略） 

2.1.2 （略） 

2.2 製造用材料 

2.2.1 豚コレラウイルス 

2.2.1.1・2.2.1.2 （略） 

2.2.2 （略） 

2.3 原液 

2.3.1 豚コレラウイルス原液 

2.3.1.1・2.3.1.2 （略） 

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 （略） 

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 （略） 

3 試験法 

3.1 種ウイルスの試験 

3.1.1 （略） 

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 （略） 

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。 

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コレラウイルス原液と

する。豚コレラウイルス原液について、3.3の試験を行う。 

2.3.2 （略） 

2.4 最終バルク 

豚コレラウイルス原液に、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 （略） 

3 試験法 

3.1 種ウイルスの試験 

3.1.1 （略） 

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、抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

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コレラウイ

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、１mL中105.0TCID50以上でなければならない。 

3.2 （略） 

3.3 豚熱ウイルス原液の試験 

3.3.1 （略） 

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・3.3.4 （略） 

3.4・3.5 （略） 

3.6 サブロットの試験 

3.6.1・3.6.4 （略） 

3.6.5 豚熱ウイルス含有量試験 

（略） 

3.6.6 （略） 

3.7 ロットの試験 

3.7.1 （略） 

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。 

3.7.3～3.7.5 （略） 

4 （略） 

付記１・付記２ （略） 

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 

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コレラウイルス感染

細胞とみなし、TCID50を算出する。 

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

3.2 （略） 

3.3 豚コレラウイルス原液の試験 

3.3.1 （略） 

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、抗豚コレラウイルス血清を非働化したものを用いる。 

3.3.3・3.3.4 （略） 

3.4・3.5 （略） 

3.6 サブロットの試験 

3.6.1・3.6.4 （略） 

3.6.5 豚コレラウイルス含有量試験 

（略） 

3.6.6 （略） 

3.7 ロットの試験 

3.7.1 （略） 

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、抗豚コレラウイルス

血清を非働化したものを用いる。 

3.7.3～3.7.5 （略） 

4 （略） 

付記１・付記２ （略） 

付記３ 抗豚コレラウイルス血清 

豚コレラ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～付記６ （略） 

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 （略） 

付記４～付記６ （略） 

付記７ 抗豚コレラ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 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験法 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験法 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験法 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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、豚コレラウイルス、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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験法 



 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略）  

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。 

（以下略） 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略）  

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、豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚熱生ワクチン（シード） 

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）。 

2.1.3～2.1.5 （略） 

2.2・2.5 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.8 （略） 

3.1.1.9 力価試験 

3.1.1.9.1 試験材料 

3.1.1.9.1.1・3.1.1.9.1.2 （略）  

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 （略） 

3.1.1.9.2・3.1.1.9.3 （略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚コレラ生ワクチン（シード） 

1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒豚コレラ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 

弱毒豚コレラウイルス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、強毒豚コレラウイルスの増殖を100倍以上上回る（Ｇマーカー）。 

2.1.3～2.1.5 （略） 

2.2・2.5 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.8 （略） 

3.1.1.9 力価試験 

3.1.1.9.1 試験材料 

3.1.1.9.1.1・3.1.1.9.1.2 （略）  

3.1.1.9.1.3 中和試験用ウイルス 

弱毒豚コレラウイルスGPE－株を用いる。 

3.1.1.9.1.4 （略） 

3.1.1.9.2・3.1.1.9.3 （略） 



 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2・3.3 （略） 

3.4 原液の試験 

3.4.1 （略） 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 （略） 

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）50μL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50μL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50μL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、１mL中104.8TCID50以上でなければならない。 

3.4.3 （略） 

3.5・3.6 （略） 

4 （略） 

付記１～付記４ （略） 

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 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2・3.3 （略） 

3.4 原液の試験 

3.4.1 （略） 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 （略） 

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コレラウイ

ルスモノクローナル抗体（付記５）50μL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50μL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50μL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コレラウイルス感染

細胞とみなし、TCID50を算出する。 

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

3.4.3 （略） 

3.5・3.6 （略） 

4 （略） 

付記１～付記４ （略） 

付記５ 抗豚コレラ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 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

日本脳炎生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1（略） 

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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 （略） 

3.3 株化細胞の試験 

3.3.1 マスターセルシードの試験 

3.3.1.1～3.3.1.4 （略） 

3.3.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.3.1.5.1 （略）  

3.3.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

日本脳炎生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1（略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 （略） 

3.3 株化細胞の試験 

3.3.1 マスターセルシードの試験 

3.3.1.1～3.3.1.4 （略） 

3.3.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.3.1.5.1 （略）  

3.3.1.5.2 特定ウイルス否定試験 



 

3.3.1.5.2.1 （略）  

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。 

（以下略） 

3.3.1.5.2.1 （略）  

3.3.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

日本脳炎不活化ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略）  

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略）  

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

日本脳炎不活化ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略）  

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略）  

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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。 

（以下略） 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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。 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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、豚コレラウイルス、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 （略） 

3.1.3 （略） 

（以下略） 

3.1.2 （略） 

3.1.3 （略） 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚オーエスキー病（ｇⅠ－、ｔｋ＋）生ワクチン（シード） 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.2 （略） 

3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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 （略） 

3.1.1.6 （略） 

3.1.1.7 （略） 

（以下略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚オーエスキー病（ｇⅠ－、ｔｋ＋）生ワクチン（シード） 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.2 （略） 

3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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、豚コレラウイルス、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 （略） 

3.1.1.6 （略） 

3.1.1.7 （略） 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.2 （略） 

3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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 （略） 

3.1.1.6 （略） 

3.1.1.7 （略） 

（以下略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.2 （略） 

3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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、豚コレラウイルス、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 （略） 

3.1.1.6 （略） 

3.1.1.7 （略） 

（以下略） 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚オーエスキー病（ｇＩ－、ｔｋ－）生ワクチン(シード) 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.2 （略） 

3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略）  

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 （略） 

3.1.1.6 （略） 

3.1.1.7 （略） 

3.1.2 （略） 

3.1.3 （略） 

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 （略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚オーエスキー病（ｇＩ－、ｔｋ－）生ワクチン(シード) 

（略） 

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 （略） 

3.1.1.2 （略） 

3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略）  

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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 （略） 

3.1.1.6 （略） 

3.1.1.7 （略） 

3.1.2 （略） 

3.1.3 （略） 

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 （略） 



 

3.2.1.2 （略） 

3.2.1.3 （略） 

3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2  特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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 （略） 

3.2.1.7 （略） 

（以下略） 

3.2.1.2 （略） 

3.2.1.3 （略） 

3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2  特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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 （略） 

3.2.1.7 （略） 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

1 

2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

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・3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

1 

2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

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・3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 



 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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・3.2.1.7 （略） 

3.2.2・3.2.3 （略） 

3.3～3.5 （略） 

付記１～付記15 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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・3.2.1.7 （略） 

3.2.2・3.2.3 （略） 

3.3～3.5 （略） 

付記１～付記15 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 



 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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・3.2.1.7 （略） 

3.2.2・3.2.3 （略） 

3.3～3.5 （略） 

付記１～付記19 （略） 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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・3.2.1.7 （略） 

3.2.2・3.2.3 （略） 

3.3～3.5 （略） 

付記１～付記19 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン（母豚用）（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略）  

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略）  

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン（母豚用）（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略）  

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略）  

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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。 

（以下略） 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚伝染性胃腸炎（アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚伝染性胃腸炎（アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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。 

（以下略） 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚パルボウイルス感染症生ワクチン（シード） 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚パルボウイルス感染症生ワクチン（シード） 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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・3.2.1.7 （略） 

3.2.2・3.2.3 （略） 

3.3・3.4 （略） 

4 （略）  

付記１～付記４ （略） 

豚コレラウイルス、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・3.2.1.7 （略） 

3.2.2・3.2.3 （略） 

3.3・3.4 （略） 

4 （略）  

付記１～付記４ （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚パルボウイルス感染症不活化ワクチン(シード) 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚パルボウイルス感染症不活化ワクチン(シード) 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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。 

（以下略） 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤の部） 

 

豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

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～ 3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

ワクチン（シードロット製剤の部） 

 

豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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、豚コレラウイルス、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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

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～ 3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 



 

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。 

（以下略） 

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、豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚流行性下痢生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚流行性下痢生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 



 

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。 

（以下略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン（シード） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験 

3.1.1.4.1 （略） 

3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験 

3.1.1.4.2.1 （略） 

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 



 

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。 

（以下略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

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 （略） 

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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

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） 

 

1・2 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.3 （略） 

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 （略） 

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、豚コレラウイルス、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、豚コレラウイルス、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。 

3.1.1.5～3.1.1.7 （略） 

3.1.2・3.1.3 （略） 

3.2 株化細胞の試験 

3.2.1 マスターセルシードの試験 



 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

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。 

（以下略） 

3.2.1.1～3.2.1.4 （略） 

3.2.1.5 外来性ウイルス否定試験 

3.2.1.5.1 （略） 

3.2.1.5.2 特定ウイルス否定試験 

3.2.1.5.2.1 （略） 

3.2.1.5.2.2 個別ウイルス否定試験 

豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚熱・豚丹毒混合生ワクチン（シード） 

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）。 

2.1.1.3～2.1.1.5 （略） 

2.1.2 （略）  

2.2 製造用材料 

2.2.1 豚熱ウイルス 

2.2.1.1～2.2.1.3 （略） 

2.2.2 （略） 

2.3 原液 

2.3.1 豚熱ウイルス原液 

2.3.1.1 （略） 

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

ワクチン（シードロット製剤）の部 

 

豚コレラ・豚丹毒混合生ワクチン（シード） 

1 定義 

シードロット規格に適合した弱毒豚コレラ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 豚コレラウイルス 

2.1.1.1 名称 

弱毒豚コレラウイルス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

豚コレラウイルスの増殖を100倍以上上回る（Ｇマーカー）。 

2.1.1.3～2.1.1.5 （略） 

2.1.2 （略）  

2.2 製造用材料 

2.2.1 豚コレラウイルス 

2.2.1.1～2.2.1.3 （略） 

2.2.2 （略） 

2.3 原液 

2.3.1 豚コレラウイルス原液 

2.3.1.1 （略） 

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 （略） 

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 （略） 

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 

3.1.1.1～3.1.1.8 （略） 

3.1.1.9 力価試験 

3.1.1.9.1 試験材料 

3.1.1.9.1.1・3.1.1.9.1.2 （略） 

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 （略） 

3.1.1.9.2・3.1.1.9.3 （略） 

3.1.2～3.1.6 （略） 

3.2・3.3 （略） 

3.4 豚熱ウイルス原液の試験 

3.4.1 （略） 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 （略） 

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

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

合して豚コレラウイルス原液とする。 

豚コレラウイルス原液について、3.4の試験を行う。 

2.3.2 （略） 

2.4 最終バルク 

豚コレラウイルス原液に、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 （略） 

3 試験法 

3.1 製造用株の試験 

3.1.1 豚コレラマスターシードウイルスの試験 

3.1.1.1～3.1.1.8 （略） 

3.1.1.9 力価試験 

3.1.1.9.1 試験材料 

3.1.1.9.1.1・3.1.1.9.1.2 （略） 

3.1.1.9.1.3 中和試験用ウイルス 

弱毒豚コレラウイルスGPE¯株を用いる。 

3.1.1.9.1.4 （略） 

3.1.1.9.2・3.1.1.9.3 （略） 

3.1.2～3.1.6 （略） 

3.2・3.3 （略） 

3.4 豚コレラウイルス原液の試験 

3.4.1 （略） 

3.4.2 ウイルス含有量試験 

3.4.2.1 （略） 

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、１mL中104.8TCID50以上でなければならない。 

3.4.3 （略） 

3.5・3.6 （略） 

3.7 サブロットの試験 

3.7.1～3.7.4 （略） 

3.7.5 豚熱ウイルス含有量試験 

（略） 

3.7.6 （略） 

3.8 （略） 

4 （略） 

付記１～付記６ （略） 

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 （略） 

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コレラウイ

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コレラウイルス感染

細胞とみなし、TCID50を算出する。 

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

3.4.3 （略） 

3.5・3.6 （略） 

3.7 サブロットの試験 

3.7.1～3.7.4 （略） 

3.7.5 豚コレラウイルス含有量試験 

（略） 

3.7.6 （略） 

3.8 （略） 

4 （略） 

付記１～付記６ （略） 

付記７ 抗豚コレラ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 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

豚熱診断用蛍光抗体 

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 （略） 

2.2 （略） 

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・2.3.4 （略） 

2.4・2.5 （略） 

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。 

診断液の部 

 

豚コレラ診断用蛍光抗体 

1 定義 

豚コレラ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コレラウイルス株 

2.1.3 （略） 

2.2 （略） 

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コレラウイルス血清と

する。抗豚コレラ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 

抗豚コレラウイルス血清を、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・2.3.4 （略） 

2.4・2.5 （略） 

3 試験法 

3.1 抗豚コレラウイルス血清の試験 

3.1.1 抗体価測定試験 

抗豚コレラウイルス血清の豚コレラ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・3.3 (略) 

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 （略） 

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 （略） 

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・3.4.3.3 （略） 

3.2・3.3 (略) 

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、豚コレラ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 （略） 

3.4.1.3 判定 

豚コレラ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コレラ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倍以上の抗豚コレラウイルス血清及び陰性血清を用いる。 

3.4.2.2 試験方法 

抗豚コレラウイルス血清又は陰性血清でそれぞれ豚コレラ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 

抗豚コレラ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 （略） 

3.4.3.1.2 感染材料 

3.4.1.1を準用して作製した豚コレラ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・3.4.3.3 （略） 



 

3.5 （略） 

4・5 （略） 

3.5 （略） 

4・5 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

豚伝染性胃腸炎診断用蛍光抗体 

 

1・2 （略） 

3 試験法 

3.1～3.3 （略） 

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。 

（以下略） 

診断液の部 

 

豚伝染性胃腸炎診断用蛍光抗体 

 

1・2 （略） 

3 試験法 

3.1～3.3 （略） 

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、豚コレラウイルス、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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

トキソプラズマ病診断用蛍光抗体 

（略） 

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 （略） 

3.4.1.3 （略） 

（以下略） 

診断液の部 

 

トキソプラズマ病診断用蛍光抗体 

（略） 

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、豚コレラウイルス、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 （略） 

3.4.1.3 （略） 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

一般試験法の部 

 

迷入ウイルス否定試験法 

（略） 

1 （略） 

2 試験方法 

2.1・2.2 （略） 

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・2.3.1.2 （略） 

2.3.1.3 豚熱ウイルス否定試験 

（略） 

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１mLを３cm2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 （略） 

2.3.1.3.2 END法及び干渉法 

2.3.1.3.2.1 （略） 

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。 

（以下略） 

一般試験法の部 

 

迷入ウイルス否定試験法 

（略） 

1 （略） 

2 試験方法 

2.1・2.2 （略） 

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・2.3.1.2 （略） 

2.3.1.3 豚コレラウイルス否定試験 

（略） 

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１mLを３cm2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、抗豚コ

レラ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 （略） 

2.3.1.3.2 END法及び干渉法 

2.3.1.3.2.1 （略） 

2.3.1.3.2.2 判定 

培養細胞に豚コレラウイルスを認めないときは、この試験に適合とする。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

一般試験法 

 

外来性ウイルス否定試験法 

（略） 

3 特定ウイルス否定試験 

（略） 

3.1 （略） 

3.2 個別ウイルス否定試験 

3.2.1 （略） 

3.2.2 （略） 

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

一般試験法 

 

外来性ウイルス否定試験法 

（略） 

3 特定ウイルス否定試験 

（略） 

3.1 （略） 

3.2 個別ウイルス否定試験 

3.2.1 （略） 

3.2.2 （略） 

3.2.3 豚コレラウイルス否定試験 

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、抗豚コレラ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。 

（以下略） 

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 

培養細胞に豚コレラウイルスを認めないときは、この試験に適合とする。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

規格 

 

豚熱生ワクチン製造用原種ウイルス 

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 （略）  

2.2・2.3 （略） 

3 試験法 

3.1 （略）  

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 （略） 

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。

規格 

 

豚コレラ生ワクチン製造用原種ウイルス 

1 定義 

弱毒豚コレラウイルス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、「豚コレラ生ワクチン」及び「豚コレラ・

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 

弱毒豚コレラウイルスGPE－株 

2.1.2 由来 

原株は、強毒豚コレラウイルス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

も強毒豚コレラウイルスの増殖を100倍以上上回る（Ｇマーカー）。 

2.1.4 （略）  

2.2・2.3 （略） 

3 試験法 

3.1 （略）  

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 （略） 

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、１mL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 

3.3.1～3.3.5 （略） 

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。 

 

3.3.7～3.3.9 （略） 

3.3.10 力価試験 

3.3.10.1 試験材料 

3.3.10.1.1・3.3.10.1.2 （略） 

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 （略） 

3.3.10.2・3.3.10.3 （略） 

4 （略） 

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コレラウイ

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コレラウイルス感染

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、１mL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 

3.3.1～3.3.5 （略） 

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、抗豚コレラウイルス血清（付記８）を非働化したものを用

いる。 

3.3.7～3.3.9 （略） 

3.3.10 力価試験 

3.3.10.1 試験材料 

3.3.10.1.1・3.3.10.1.2 （略） 

3.3.10.1.3 中和試験用ウイルス 

弱毒豚コレラウイルスGPE－株を用いる。 

3.3.10.1.4 （略） 

3.3.10.2・3.3.10.3 （略） 

4 （略） 



 

付記１～付記５ （略） 

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 

付記７ （略） 

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 （略） 

付記１～付記５ （略） 

付記６ 抗豚コレラ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 

付記７ （略） 

付記８ 抗豚コレラウイルス血清 

豚コレラ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 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

規格の部 

 

豚丹毒生ワクチン製造用原種菌 

 

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。 

（以下略） 

規格の部 

 

豚丹毒生ワクチン製造用原種菌 

 

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「豚コレラ・

豚丹毒混合生ワクチン」の製造のための原種菌である。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1567号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

規格 

 

表５ ＳＰＦ豚群の検査及び処置 

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 

（略） 

豚熱ウイルス 

（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

アフリカ豚熱ウイルス4) 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

（以下略） 

規格 

 

表５ ＳＰＦ豚群の検査及び処置 

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 

（略） 

豚コレラウイルス 

（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

アフリカ豚コレラウイルス4) 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

（以下略） 

 

 


