
豚熱生ワクチン 
 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
動生剤基準の豚熱生ワクチンの 3.4.4、3.4.5、3.5.2 及び 3.5.3 に規定するところにより、これらに

規定する試験を行うものとする。 



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 

 
動生剤基準の豚熱・豚丹毒混合生ワクチンの 3.6.4、3.6.5、3.6.6、3.7.2、3.7.4 及び 3.7.5 に規定する

ところにより、これらに規定する試験を行うものとする。 



 
豚熱生ワクチン（シード） 

 
令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
動生剤基準の豚熱生ワクチン（シード）の 3.5.5 に規定するところにより、試験を行うものとす

る。 



豚熱・豚丹毒混合生ワクチン（シード） 
 

令和２年２月５日(告示第231号)一部変更 

 
動生剤基準の豚熱・豚丹毒混合生ワクチン（シード）の 3.7.5 に規定するところにより試験を行う

ものとする。 



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 

 
動生剤基準の豚熱診断用蛍光抗体の 3.5.3、3.5.4 及び 3.5.5 に規定するところにより、これらに規定

する試験を行うものとする。 



豚熱診断用酵素抗体反応キット

令和２年２月５日（告示第 231号）一部改正

豚熱ウイルスを不活化及び可溶化後、豚熱ウイルス糖蛋白Ｅ２に対するモノクローナル抗

体を用いて精製した抗原をマイクロストリップ又はプレート（以下「マイクロストリップ等」という。）

に吸着させ、酵素抗体法により豚熱ウイルス抗体を検出するためのキットである。

1 小分製品の試験
1.1 吸光度試験
1.1.1 試験材料
1.1.1.1 被検材料

指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。

1.1.1.2 反応用抗原
抗原吸着マイクロストリップ等を用いる。

1.1.1.3 標識抗体
抗体希釈用液で400倍に希釈したペルオキシダーゼ標識抗豚IgG抗体（以下「標識抗体」という。）

を用いる。

1.1.2 試験方法
抗原吸着マイクロストリップ等の保存液を捨て、抗原陽性穴及び抗原陰性穴の各２穴に指示陽性

血清及び指示陰性血清をそれぞれ 100 μLずつ加える。また、２穴をブランクとする。マイクロス
トリップ等を密閉して 37 ℃で 60 分間反応させる。血清を除去した後、濃縮洗浄液を水で 10 倍に
希釈した洗浄液 300 μLずつで４回洗浄する。洗浄したマイクロストリップ等の各穴及びブランク
とした２穴に標識抗体 100 μLずつを加え、密閉して 37 ℃で 30 分間反応させる。標識抗体を除去
した後、洗浄液 300μLずつで４回洗浄する。発色基質液又は用法用量に従って調整した基質液 100
μLずつを各穴に加え、室温で 12～ 13分間反応させる。反応終了後直ちに、反応停止液を 50μL
ずつ加え、速やかに(５分以内に)450nm の波長で各穴の吸光度値を測定する。

1.1.3 判定
付記１により被検材料の平均吸光度値を算出する。

指示陽性血清の抗原陽性穴における平均吸光度値は、発色基質液を用いた場合は 0.60以上 2.0以
下、それ以外を用いた場合は 0.60以上 1.3以下で、抗原陰性穴における平均吸光度値は、0.12以下
でなければならない。指示陰性血清の抗原陽性穴及び抗原陰性穴における平均吸光度値は、いずれ

も 0.12 以下でなければならない。また、抗原陽性穴における平均吸光度値から抗原陰性穴におけ
る平均吸光度値を引いた値は、指示陽性血清では発色基質液を用いた場合は 0.60以上 2.0以下、そ
れ以外を用いた場合は 0.60以上 1.3以下、指示陰性血清では 0.05未満でなければならない。

1.2 特異性試験
1.2.1 試験材料
1.2.1.1 被検材料

抗原吸着マイクロストリップ等を用いる。

1.2.1.2 対照血清
交差反応試験血清（付記２）、参照陽性血清（付記３）及び参照陰性血清（付記４）を用いる。

1.2.1.3 指示血清
指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。

1.2.1.4 標識抗体
1.1.1.3 の標識抗体を用いる。



1.2.2 試験方法
抗原吸着マイクロストリップ等の保存液を捨て、抗原陽性穴及び抗原陰性穴の各２穴に血清希釈

用液でそれぞれ 50 倍に希釈した対照血清を 100 μL ずつ加え、1.1.2 の試験方法を準用して試験を
行う。

1.2.3 判定
それぞれの対照血清の平均吸光度値からＳ／Ｐ値（付記５）を求める。

交差反応試験血清及び参照陰性血清のＳ／Ｐ値は、いずれも 0.05 未満でなければならず、参照
陽性血清のＳ／Ｐ値は 0.1以上でなければならない。

1.3 力価試験
1.3.1 試験材料
1.3.1.1 被検材料

抗原吸着マイクロストリップ等を用いる。

1.3.1.2 対照血清
参照陽性血清及び参照陰性血清を用いる。

1.3.1.3 標識抗体
1.1.1.3 の標識抗体を用いる。

1.3.2 試験方法
抗原吸着マイクロストリップ等の保存液を捨て、抗原陽性穴及び抗原陰性穴の各８穴に血清希釈

用液でそれぞれ50倍に希釈した対照血清を 100 μL ずつ加え、1.1.2 の試験方法を準用して試験を
行う。

1.3.3 判定
参照陽性血清の抗原陽性穴における平均吸光度値は、発色基質液を用いた場合は 0.60 以上 2.00

以下、それ以外を用いた場合は 0.60 以上 1.30 以下で、抗原陰性穴における平均吸光度値は、0.12
以下でなければならない。参照陰性血清の抗原陽性穴及び抗原陰性穴における平均吸光度値はいず

れも 0.12 以下でなければならない。また、抗原陽性穴における平均吸光度値から抗原陰性穴にお
ける平均吸光度値を引いた値は、参照陽性血清では発色基質液を用いた場合は 0.60以上 2.00以下、
それ以外を用いた場合は 0.60以上 1.30以下、参照陰性血清では 0.05未満でなければならない。

付記１ 平均吸光度値

平均吸光度値は下記の計算式により算出する。

対照血清の吸光度値＝対照血清の読取り値－（各ブランクの読取り値の和／ブランク穴数）

平均吸光度値＝対照血清の各吸光度値の和／対照血清の穴数

付記２ 交差反応試験血清

豚熱ウイルスに対する抗体を保有しない豚をオーエスキー病ウイルス、日本脳炎ウイルス、

豚パルボウイルス、ゲタウイルス及び豚丹毒菌で免疫して得られた血清で、各々下記の抗体価

を示すもの

オーエスキー病ウイルス ラテックス凝集抗体価 40倍以上
日本脳炎ウイルス 中和抗体価 10倍以上
豚パルボウイルス 赤血球凝集抑制抗体価 320倍以上
ゲタウイルス 赤血球凝集抑制抗体価 80倍以上
豚丹毒菌 生菌発育凝集価 16倍以上
ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。

付記３ 参照陽性血清



豚熱ウイルス GPE －株で免疫した豚の血清で、中和抗体価が 128 倍以上を示し、1.3 の試験
を準用して試験を行うとき、抗原陽性穴における平均吸光度値から抗原陰性穴における平均吸

光度値を引いた値が発色基質液を用いた場合は 0.60 以上 2.0 未満、それ以外を用いた場合は
0.60以上 1.3未満を示すもの
ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。

付記４ 参照陰性血清

豚熱ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清で、1.3の試験を準用して試験を行うとき、
抗原陽性穴における平均吸光度値から抗原陰性穴における平均吸光度値を引いた値が 0.05 未
満を示すもの

付記５ Ｓ／Ｐ値

指示陽性血清の抗原陽性穴における平均吸光度値をＰＣ（Ｐ）、抗原陰性穴における平均吸

光度値をＰＣ（Ｎ）、対照血清の抗原陽性穴における平均吸光度値をＳ（Ｐ）、抗原陰性穴にお

ける平均吸光度値をＳ（Ｎ）として、Ｓ／Ｐ値は下記の計算式により算出する。

Ｓ（Ｐ）－Ｓ（Ｎ）
Ｓ／Ｐ値＝

ＰＣ（Ｐ）－ＰＣ（Ｎ）



オーエスキー病ウイルス糖たん白ｇⅠ抗体識別用酵素抗体反

応キット（抗原吸着・ビオチン標識抗体） 

 
令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
オーエスキー病ウイルスを不活化した抗原をプレートに吸着させ、酵素抗体法により、オーエスキ

ー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を識別するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 試験材料 

1.1.1.1 被検材料 

指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。 

1.1.1.2 反応用抗原 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.1.1.3 標識抗体 

ビオチン標識抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白

う。）を用いる。 

1.1.2 試験方法 

gI  モノクローナル抗体（以下「標識抗体」とい 

抗原吸着プレートの各穴に反応用緩衝液（付記１）を100μLずつ加え、５分間静置後、反応用 

緩衝液を捨てる。指示陰性血清及び指示陽性血清を抗原吸着プレートの各４穴に、残りはブランク 

とし、反応用緩衝液を100μLずつそれぞれ加え、プレートを密閉して37℃で60分間反応させる。 

洗浄液（付記２）を各穴に加え、１～２分間放置後、洗浄液を捨てる。同様に２～３回洗浄を行っ 

た後、反応用緩衝液で100倍に希釈した標識抗体を100μLずつ各穴に加え、２～５℃で一夜反応さ 

せる。洗浄液を各穴に加え、１～２分間放置後、洗浄液を捨てる。同様に２～３回洗浄を行った後、

水で洗浄する。1.0mL  の滅菌水で溶解したペルオキシダーゼ標識アビジン液を反応用緩衝液で50 

倍に希釈し、100μLずつ各穴に加えた後、37℃で60分間反応させる。洗浄液を各穴に加え、１～ 

２分間放置後、洗浄液を捨てる。同様に２～３回洗浄を行った後、水で洗浄する。基質濃縮液（付 

記３）の１ mL  に滅菌水10mL  を加え、さらに、発色剤の185μLを加えた基質液を各穴に10μLず 

つ入れ、常温で15分間反応させる。その後、直ちに各穴に停止液（付記４）を50μLずつ反応を停

止させ、450nm の波長でそれぞれの吸光度値を測定する。 

1.1.3 判定 

ブランクの吸光度値はすべて0.8以上でなければならない。指示陰性血清の各４穴の吸光度値は、

いずれも0.8以下でなければならない。また、指示陽性血清の平均吸光度値の吸光度率（付記５） 

は、45％以下でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚熱ウイルス血清（付記６）、抗糖蛋白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清（付記７）、抗豚

丹毒血清（付記８）、参照陽性血清（付記９）及び参照陰性血清（付記10）を用いる。 

1.2.1.3 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.2.2 試験方法 

抗原吸着プレートの各１列８穴にそれぞれの対照血清を100μLずつ入れ、1.1.2の試験方法を準

用して試験を行う。 

1.2.3 判定 

抗豚熱ウイルス血清、抗糖蛋白gI欠損オーエスキー病ウイルス血清及び抗豚丹毒血清の吸光度率は

65％以上、参照陽性血清の吸光度率は55％以下でなければならない。 

 



1.3 力価試験 

1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.3.1.2 対照血清 

指示陽性血清及び参照陰性血清を用いる。 

1.3.1.3 標識抗体 

1.1.1.3の標識抗体を用いる。 

1.3.2 試験方法 

指示陽性血清を反応用緩衝液で２倍階段希釈し、参照陰性血清とともに1.1.2を準用して試験を

行う。 

1.3.3 判定 

参照陰性血清の平均吸光度率が60％以下となる指示陽性血清の最高希釈倍数を gI 
き、指示陽性血清の gI 力価は、４～16倍でなければならない。 

力価とすると 

 

付記１ 反応用緩衝液 

0.15mol/L リン酸緩衝食塩液（pH7.4）1,000mL に牛血清アルブミン0.1g 及びポリソルベー

ト20又はポリソルベート80 0.05ｇを加えたもの 

 
付記２ 洗浄液 

塩化ナトリウム36.0ｇ及びポリソルベート20又はポリソルベート80 1.5ｇを少量の水で溶解

し、0.15mol/L リン酸緩衝食塩液（pH7.4）を66.6mL 加えた後、水で1,000mL とし、pH7.1～ 

7.2に調整したもの 

 
付記３ 基質濃縮液 

尿素過酸化水素１錠（0.14g）を10mL の水に溶解し、この溶液0.5mL を基質緩衝液５ mL 
に添加したもの 

ただし、基質緩衝液は酢酸ナトリウム136g を約800mL の水で溶解し、クエン酸を用いて pH 
を5.5～5.7に調整した後、水で1,000mL とし、ろ過滅菌したもの 

 

付記４ 停止液 

水1,000mL に濃硫酸110mL を加えたもの 

 

付記５ 吸光度率 

吸光度率は下記の計算式により算出する。 

吸光度率（％）＝（被検血清の吸光度値又はその平均値／参照陰性血清の吸光度値の平均

値）×100 

 
付記６ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルス GPE －株で免疫した豚の血清で、中和抗体価128倍以上のものただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 



付記７ 抗糖蛋白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清 

糖蛋白

のもの 

gI   を欠損したオーエスキー病ウイルスで免疫した豚の血清で、中和抗体価８倍以上 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記８ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株65-0.15株で免疫した豚の血清で、生菌発育凝集

価128倍以上のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記９ 参照陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、中和抗体価32倍以上のもの

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記10 参照陰性血清 

オーエスキー病ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清 



 
オーエスキー病ウイルス糖たん白ｇＩ抗体識別用酵素抗 

体反応キット（抗原吸着・ペルオキシダーゼ標識抗体） 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

オーエスキー病ウイルスを不活化した抗原をプレートに吸着させ、酵素抗体法によりオーエスキー 

病ウイルス糖たん白 gI 抗体を識別するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 又は 1.1.2 の試験を行う。 

1.1.1 吸光度試験１ 

1.1.1.1 試験材料 

1.1.1.1.1 被検材料 

指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。 

1.1.1.1.2 抗原 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.1.1.1.3 標識抗体 

ペルオキシダーゼ標識抗オーエスキー病ウイルス糖たん白 gI モノクローナル抗体（以下この項

において「標識抗体」という。）を用いる。 

1.1.1.2 試験方法 

指示陽性血清を抗原吸着プレートの３穴に、指示陰性血清を抗原吸着プレートの２穴に、それぞ

れ 100 μ L ずつ入れる。プレートを密閉して常温で 60 分間反応させた後、濃縮洗浄液を水で 10 
倍に希釈した洗浄液で５回洗浄する。標識抗体 100 μ L ずつを各穴に加え、常温で 20 分間反応さ

せる。洗浄液を用いて５回洗浄した後、テトラメチルベンチジン原液をテトラメチルベンチジン希

釈液で２倍に希釈した液の 100 μ L ずつを各穴に加え、常温で 15 分間反応させる。反応終了後直

ちに、反応停止液を 50 μ L ずつ加え、650nm の波長で各穴の吸光度値を測定する。また、２穴に

水を 150 μ L ずつ入れたブランクについても、650nm の波長で各穴の吸光度値を測定する。 

1.1.1.3 判定 

付記１により被検材料の平均吸光度値を算出する。 

指示陰性血清の平均吸光度値は、全て 0.4 以上でなければならない。また、指示陰性血清の平均

吸光度値から指示陽性血清の平均吸光度値を引いた値は、0.3  以上でなければならない。 

1.1.2 吸光度試験２ 

1.1.2.1 試験材料 

1.1.2.1.1 被検材料 

指示陽性血清及び指示陰性血清を試料とする。 

1.1.2.1.2 抗原 

抗原固相化プレートを用いる。 

1.1.2.1.3 標識抗体 

標識抗体を用いる。 

1.1.2.2 試験方法 

抗原固相化プレートのブランクを除く４穴にそれぞれ指示陽性血清及び指示陰性血清を 100  μ 

L、サンプル希釈液を 25 μ L 添加し、37 ℃で 120 分間反応させる（一次反応）。一次反応終了後、

反応液を除去し、全ての穴を洗浄液で満たして４回洗浄する。ブランクを除く全ての穴に標識抗体 



を 100 μ L ずつ添加し、37 ℃で 30 分間反応させる（二次反応）。二次反応終了後、反応液を除去

し、全ての穴を洗浄液で満たして４回洗浄する。基質溶液を 100 μ L ずつ全ての穴に添加し、暗

所室温（21 ±５℃）で 15 分間反応させる。反応終了後、反応停止液を 100 μ L ずつ全ての穴に添

加し、反応を停止させる。反応停止後、波長 450nm でブランクを対照として吸光度値を測定する。 

1.1.2.3 判定 

指示陽性血清及び指示陰性血清の平均吸光度値を算出する。指示陰性血清の平均吸光度値から指

示陽性血清の平均吸光度値を引いた値は、0.600 より大きくなければならない。また、指示陰性血

清の吸光度値は、0.700 以上でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 又は 1.2.2 の試験を行う。 

1.2.1 特異性試験１ 

1.2.1.1 試験材料 

1.2.1.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.2.1.1.2 対照血清 

抗豚熱ウイルス血清（付記２）、抗糖たん白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清（付記３）、抗豚

丹毒血清（付記４）、参照陽性血清（付記５）、参照陰性血清（付記６）及び指示陰性血清を用いる。 

1.2.1.1.3 標識抗体 

標識抗体を用いる。 

1.2.1.2 試験方法 

被検血清希釈液で２倍に希釈したそれぞれの対照血清を抗原吸着プレートの各２穴に 100  μ L 
ずつ入れ、1.1.1.2 の試験方法を準用して試験を行う。 

1.2.1.3 判定 

各対照血清の平均吸光度値からＳ／Ｎ比（付記７）を算出する。抗豚熱ウイルス血清、抗糖たん

白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清、抗豚丹毒血清及び参照陰性血清のＳ／Ｎ比は 0.7 以上、

参照陽性血清のＳ／Ｎ比は 0.6 未満でなければならない。 

1.2.2 特異性試験２ 

1.2.2.1 試験材料 

1.2.2.1.1 被検材料 

抗原固相化プレートを用いる。 

1.2.2.1.2 対照血清 

抗豚熱ウイルス血清、抗糖たん白 gE（gI）欠損オーエスキー病ウイルス血清、抗豚丹毒血清、

参照陽性血清及び参照陰性血清を用いる。 

1.2.2.1.3 標識抗体 

標識抗体を用いる。 

1.2.2.2 試験方法 

対照血清を 1.1.2.2 を準用して試験を行う。ただし、各試料は、それぞれ４穴を用いる。 

1.2.2.3 判定 

対照血清の平均吸光度値を算出する。抗豚熱ウイルス血清、抗糖たん白 gE（gI）欠損オーエス

キー病ウイルス血清、抗豚丹毒血清及び参照陰性血清の平均吸光度値は 0.800  以上、参照陽性 

血清の平均吸光度値は 0.300 以下でなければならない。 

1.3 力価試験 

1.3.1 又は 1.3.2 の試験を行う。 

1.3.1 力価試験１ 



1.3.1.1 試験材料 

1.3.1.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.3.1.1.2 対照血清 

指示陽性血清及び参照陰性血清を用いる。 

1.3.1.1.3 標識抗体 

標識抗体を用いる。 

1.3.1.2 試験方法 

被検血清希釈液で２倍階段希釈した指示陽性血清及び希釈をしない参照陰性血清の各 100  μ L 
ずつを抗原吸着プレートのそれぞれ２穴以上に入れ、1.1.1.2 を準用して試験を行う。 

1.3.1.3 判定 

参照陰性血清の平均吸光度値の 60 ％以下を示す指示陽性血清の最高希釈倍数を gI 力価とする。

指示陽性血清の gI 力価は、32 ～ 128 倍でなければならない。 

1.3.2 力価試験２ 
1.3.2.1 試験材料 

1.3.2.1.1 被検材料 

抗原固相化プレートを用いる。 

1.3.2.1.2 対照血清 

参照陽性血清及び参照陰性血清を試料とする。 

1.3.2.1.3 標識抗体 

標識抗体を用いる。 

1.3.2.2 試験方法 

参照陽性血清をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、16 倍、32 倍、64 倍及び 128 倍希釈したも

のを用い、参照陰性血清と共に 1.1.2.2 を準用して試験を行う。ただし、各試料は、それぞれ２穴

を用いる。 

1.3.2.3 判定 

対照血清の平均吸光度値を算出する。参照陰性血清の平均吸光度値の 40 ％を超える直前の希釈

倍率を力価としたとき、参照陽性血清の力価は、16 ～ 64 倍でなければならない。 

 
付記１ 平均吸光度値 

平均吸光度値は、下記の計算式により算出する。 

被検材料の吸光度値＝被検材料の読取り値－（各ブランクの読取り値の和／ブランク穴数）

平均吸光度値＝被検材料の各吸光度値の和／被検材料の穴数 

 
付記２ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルス GPE－株で免疫した豚の血清であって、中和抗体価 64 倍以上のもの。ただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記３ 抗糖たん白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清 

糖たん白 gI  を欠損したオーエスキー病ウイルスで免疫した豚の血清であって、中和抗体価 

16 倍以上のもの。 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記４ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株 65-0.15  株で免疫した豚の血清であって、生菌発 



育凝集価 64 倍以上のもの。 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記５ 参照陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形 S81 株で免疫した豚の血清であって、中和抗体価が 32 倍以上

のもの。 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記６ 参照陰性血清 

オーエスキー病ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清 

 
付記７ Ｓ／Ｎ比 

Ｓ／Ｎ比は、下記の計算式により算出する。 

Ｓ／Ｎ比＝被検血清の平均吸光度値／指示陰性血清の平均吸光度値 



オーエスキー病ウイルス糖たん白ｇⅠ抗体識別用酵素抗体反応

キット（抗体吸着） 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
オーエスキー病ウイルスの糖蛋白 gI に対するモノクローナル抗体をプレートに吸着させ、酵素抗

体法によりオーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を識別するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 試験材料 

1.1.1.1 被検材料 

指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。 

1.1.1.2 反応用抗原 

不活化オーエスキー病ウイルスを用いる。 

1.1.1.3 反応用抗体 

抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI モノクローナル抗体吸着プレートを用いる。 

1.1.1.4 標識抗体 

ペルオキシダーゼ標識抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI モノクローナル抗体（以下「標識抗

体」という。）を用いる。 

1.1.2 試験方法 

マイクロプレートの４穴に指示陽性血清を、６穴に指示陰性血清を50μLずつ入れる。指示陽性

血清及び指示陰性血清を分注した各４穴には抗原液を50μLずつ、指示陰性血清を分注した残り２ 

穴はブランクとして反応用緩衝液（付記１）を50μLずつそれぞれ加え、混和した後、プレートを

密閉して37℃で２時間反応させる。洗浄液（付記２）で５回及び水で１回洗浄した抗オーエスキー

病ウイルス糖蛋白 gI モノクローナル抗体吸着プレートに反応の終了した被検材料を50μLずつ入れ

る。各穴に標識抗体を50μLずつ加え、密閉後、37℃で60分間反応させる。洗浄液で３回及び水で 

１回洗浄した後、各穴に基質液（付記３）を100μLずつ加え、常温で15分間反応させる。その後、直

ちに各穴に停止液（付記４）を100μLずつ加え反応を停止させ、450nm  の波長でそれぞれの吸光度

値を測定する。 

1.1.3 判定 

ブランクの平均吸光度値は、0.2以下でなければならず、指示陰性血清の４穴の吸光度値は、そ

れぞれ1.0以上でなければならない。また、指示陽性血清の平均吸光度値は、指示陰性血清の平均

吸光度値の50％以下でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 被検材料 

抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白 

1.2.1.2 対照血清 

gI  モノクローナル抗体吸着プレート及び標識抗体を用いる。 

抗豚熱ウイルス血清（付記５）、抗糖蛋白gI  欠損オーエスキー病ウイルス血清（付記６）、 

抗豚丹毒血清（付記７）、参照陽性血清（付記８）及び参照陰性血清（付記９）を用いる。 

1.2.1.3 反応用抗原 

1.1.1.2 の反応用抗原を用いる。 

1.2.2 試験方法 

マイクロプレートの各３穴にそれぞれの対照血清を50μL  ずつ入れる。抗原液を50μL  ずつ加え、 

1.1.2の試験方法を準用して試験を行う。 

1.2.3 判定 

抗豚熱ウイルス血清、抗糖蛋白gI  欠損オーエスキー病ウイルス血清、抗豚丹毒血清及び参照陰性血

清の３穴の吸光度値は、それぞれ1.0以上、参照陽性血清の３穴の吸光度値は、いずれも0.4以下でなけ

ればならない。 

1.3 力価試験 



1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 被検材料 

抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白 

1.3.1.2 対照血清 

gI  モノクローナル抗体吸着プレート及び標識抗体を用いる。 

参照陽性血清及び参照陰性血清を用いる。 

1.3.1.3 抗原 

1.1.1.2 の抗原を用いる。 

1.3.2 試験方法 

参照陽性血清をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、参照陰性血清とともに1.2.2を準用して試

験を行う。 

1.3.3 判定 

参照陰性血清の吸光度値の50％以下を示す参照陽性血清の吸光度値の希釈倍数を

参照陽性血清の gI 力価は、８～32倍でなければならない。 

gI  力価とする。 

 

付記１ 反応用緩衝液 

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 
塩化カリウム 0.2 g 
塩化ナトリウム 5.9 g 
牛血清アルブミン 10 g 
ポリソルベート80 0.5 g 
水 残 量 

 
付記２ 洗浄液 

ポリソルベート80 0.5mL に水を加えて1,000mL としたもの 

 

付記３ 基質液 

Ａ 液 ２ 

mL 中 

テトラメチルベンチジン 12 mg 
ジメチルスルホキシド 残 量 

Ｂ液 

1,000mL 中 

酢酸ナトリウム 9.02 g 
水 残 量 

飽和クエン塩酸を用いて pH を5.5に調整する。 

Ａ液0.125mL とＢ液10mL に３ vol ％過酸化水素水溶液0.01mL を加えて調製したもの 

 

付記４ 停止液 

水1,000mL に濃硫酸110mL を加えたもの 



 

付記５ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルスＧＰＥ－株で免疫した豚の血清で、中和抗体価64倍以上のものただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記６ 抗糖蛋白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清 

糖蛋白 gI を欠損したオーエスキー病ウイルスで免疫した豚の血清で、中和抗体価128倍以上

のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記７ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株65-0.15株で免疫した豚の血清で、生菌発育凝集

価32倍以上のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記８ 参照陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、中和抗体価が64倍以上のもの

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記９ 参照陰性血清 

オーエスキー病ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清 



オーエスキー病ウイルス糖たん白ｇⅠ抗体識別用酵素抗体反応

キット（抗体吸着・抗原－ペルオキシダーゼ標識抗体） 
 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 

 
オーエスキー病ウイルスの糖蛋白 gI に対するモノクローナル抗体をプレートに吸着させ、オーエ

スキー病ウイルス抗原と結合させたペルオキシダーゼ標識抗体を用いて酵素抗体法によりオーエスキ

ー病ウイルス糖蛋白 gI 抗体を識別するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 試験材料 

1.1.1.1 被検材料 

指示陽性血清、指示陰性血清、抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gI  モノクローナル抗体吸着プ 

レート（以下「マイクロプレート」という。）、抗原－ペルオキシダーゼ標識モノクローナル抗

体混合液（以下「抗原－抗体混合液」という。）、基質液及び停止液を用いる。 

1.1.2 試験方法 

マイクロプレートの各４穴に指示陽性血清及び指示陰性血清をそれぞれ50μ L  ずつ入れる。抗 

原－抗体混合液を50μ L  ずつ加え、プレートを密封して37℃で２時間反応させる。洗浄液（付記 

１）で５回洗浄した後、各穴に基質液を100μ L ずつ加え、25℃暗所で30分間反応させる。その後、

直ちに各穴に停止液を100μ L ずつ加え反応を停止させ、450nm の波長で水を対照としてそれぞれの

吸光度値を測定する。 

1.1.3 判定 

指示陰性血清の吸光度値は、0.8以上でなければならない。 

指示陰性血清の平均吸光度値の50％を境界値とする。指示陽性血清の吸光度値は、境界値－境界

値の15％未満でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 被検材料 

マイクロプレート、抗原－抗体混合液、基質液及び停止液を用いる。 

1.2.1.2 対照血清 

抗糖蛋白 gI   欠損オーエスキー病ウイルス血清（付記２）、抗豚熱ウイルス血清（付記３）、 

抗豚丹毒血清（付記４）、参照陽性血清（付記５）及び参照陰性血清（付記６）を用いる。 

1.2.2 試験方法 

マイクロプレートの各４穴にそれぞれの対照血清を50μ L ずつ入れる。抗原－抗体混合液を50μ L

ずつ加え、1.1.2の試験方法を準用して試験を行う。 

1.2.3 判定 

抗糖蛋白 gI   欠損オーエスキー病ウイルス血清、抗豚熱ウイルス血清、抗豚丹毒血清及び参 

照陰性血清の吸光度値は、それぞれ0.8以上でなければならない。 

参照陰性血清の平均吸光度値の50％を境界値とする。参照陽性血清の吸光度値は、境界値－境界

値の15％未満でなければならない。 

1.3 力価試験 

1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 被検材料 

マイクロプレート及び抗原－抗体混合液、基質液及び停止液を用いる。 



1.3.1.2 対照血清 

参照陽性血清及び参照陰性血清を用いる。 

1.3.2 試験方法 

参照陽性血清をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、参照陰性血清とともに1.2.2を準用して試

験を行う。ただし、各希釈について２穴を使用する。 

1.3.3 判定 

平均吸光度値が参照陰性血清の平均吸光度値の50％以下を示す参照陽性血清の最高希釈倍数を 

gI 力価とする。参照陽性血清の gI 力価は、８～32倍でなければならない。 

 

 

付記１ 洗浄液 

ポリソルベート80 0.5mL に水を加えて1,000mL としたもの 

 

付記２ 抗糖蛋白 gI 欠損オーエスキー病ウイルス血清 

糖蛋白 gI を欠損したオーエスキー病ウイルスで免疫した豚の血清で、中和抗体価128倍以上

のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記３ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルスＧＰＥ－株で免疫した豚の血清で、中和抗体価64倍以上のものただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記４ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株65-0.15株で免疫した豚の血清で、生菌発育凝集

価32倍以上のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記５ 参照陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、中和抗体価が64倍以上のもの

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記６ 参照陰性血清 

オーエスキー病ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清 



オーエスキー病ウイルス糖たん白ｇⅢ抗体識別用酵素抗体反応

キット 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
オーエスキー病ウイルス糖蛋白ｇⅢ遺伝子を挿入した牛伝染性鼻気管炎ウイルスを不活化した抗原

をマイクロストリップに吸着させ、酵素抗体法によりオーエスキー病ウイルス糖蛋白ｇⅢ抗体を識別

するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 試験材料 

1.1.1.1 被検材料 

指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。 

1.1.1.2 抗原 

抗原吸着マイクロストリップを用いる。 

1.1.1.3 標識抗体 

ペルオキシダーゼ標識抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白ｇⅢモノクローナル抗体（以下「標識抗

体」という。）を用いる。 

1.1.2 試験方法 

抗原吸着マイクロストリップの各４穴に指示陰性血清及び指示陽性血清を100μL ずつそれぞれ

入れ、別に４穴をブランクとする。マイクロストリップを密閉して23～25℃で２時間反応させる。

洗浄液（付記１）で３回洗浄を行った後、洗浄液を除去する。ブランク以外の各穴に標識抗体を 

100μL ずつ加え、23～25℃で30分間反応させる。その後、洗浄液でマイクロストリップを５回洗浄

し、洗浄液を除去する。常温の基質液Ⅰ及びⅡを等量ずつ混合し、その混合液100μL ずつをブラン

クを合む各穴に入れる。23～25℃で20分間反応後、停止液を50μL ずつ各穴に加え反応を停止させ、

630nm の波長で各穴の吸光度を測定する。 

1.1.3 判定 

指示陰性血清の吸光度値は、いずれも0.5～1.2でなければならず、指示陰性血清に対する指示陽

性血清の吸光度値の比は、0.64以下でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 被検材料 

抗原吸着マイクロストリップを用いる。 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚熱ウイルス血清（付記２）、抗糖蛋白ｇⅢ欠損オーエスキー病ウイルス血清（付記３）、抗豚

丹毒血清（付記４）、参照陽性血清（付記５）、参照陰性血清（付記６）及び指示陰性血清を 用い

る。 

1.2.1.3 標識抗体 

1.1.1.3の標識抗体を用いる。 

1.2.2 試験方法 

抗原吸着マイクロストリップの各穴にそれぞれの対照血清を100μL ずつ入れ、1.1.2を準用して

試験を行う。 

1.2.3 判定 

指示陰性血清に対して抗豚熱ウイルス血清、抗糖蛋白ｇⅢ欠損オーエスキー病ウイルス血清、抗豚

丹毒血清及び参照陰性血清の吸光度値の比は、0.75以上でなければならず、参照陽性血清の吸 光度

値の比は、0.64以下でなければならない。 



1.3 力価試験 

1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 被検材料 

抗原吸着マイクロストリップを用いる。 

1.3.1.2 対照血清 

参照陽性血清及び参照陰性血清を用いる。 

1.3.1.3 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.3.2 試験方法 

参照陽性血清をリン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈し、参照陰性血清とともに1.1.2を準用して試

験を行う。 

1.3.3 判定 

参照陰性血清の吸光度値が50％以下となる参照陽性血清の最高希釈倍数をｇⅢ力価とする。

参照陽性血清のｇⅢ力価は、４～32倍でなければならない。 

 

付記１ 洗浄液 

塩化ナトリウム8.8g、トリスアミノメタン6.1g 
解し、1,000mL とし、pH を7.2に調整したもの 

 
及びエチレンジアミン四酢酸0.3g  を水で溶 

 

付記２ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルス GPE －株で免疫した豚の血清で、中和抗体価64倍以上のものただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記３ 抗糖蛋白ｇⅢ欠損オーエスキー病ウイルス血清 

糖蛋白ｇⅢを欠損したオーエスキー病ウイルスで免疫した豚の血清で、中和抗体価８倍以上

のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記４ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株65-0.15株で免疫した豚の血清で、生菌発育凝集

価64倍以上のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記５ 参照陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、中和抗体価が32倍以上のもの

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記６ 参照陰性血清 

オーエスキー病ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清 



オーエスキー病ウイルス糖たん白ｇＸ抗体識別用酵素抗体反応

キット 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gX 遺伝子を挿入した大腸菌から抗原を精製してプレートに吸着さ

せ、酵素抗体法によりオーエスキー病ウイルス糖蛋白 gX 抗体を識別するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 試験材料 

1.1.1.1 被検材料 

指示陽性血清及び指示陰性血清を用いる。 

1.1.1.2 反応用抗原 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.1.1.3 標識抗体 

酵素標識抗体希釈液11mL  に濃縮酵素標識抗体0.05mL を加えて調製したペルオキシダーゼ標識 

抗オーエスキー病ウイルス糖蛋白 gX  モノクローナル抗体（以下「標識抗体」という。）を用いる。 

1.1.2 試験方法 

指示陽性血清及び指示陰性血清を抗原吸着プレートの各３穴に、100μL ずつ入れる。ブランク

として血清希釈液を抗原吸着プレートの２穴に100μL  ずつ入れる。抗原吸着プレートを密閉して 

20～25℃で40分間反応させる。濃縮洗浄液を水で20倍に希釈した洗浄液で４回洗浄を行った後、標

識抗体を100μL ずつ各穴に入れ、密閉して20～25℃で40分間反応させる。洗浄液で４回洗浄を行っ

た後、１本の１，２－フェニレンジアミン二塩酸塩希釈液を混ぜ、２分間静置して調製した基質液

100μL ずつを各穴に入れ、密閉して20～25℃の暗所で15分間反応させる。反応終了後直ちに、反応

停止液を50μL ずつ各穴に入れ、492nm の波長でそれぞれの吸光度値を測定する。 

1.1.3 判定 

指示陰性血清の平均吸光度値（付記１）は、0.8以上でなければならない。また、指示陰性血清

の平均吸光度値から指示陽性血清の平均吸光度値を引いた値は、0.6以上でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚熱ウイルス血清（付記２）、抗糖蛋白 gX 欠損オーエスキー病ウイルス血清（付記３）、抗豚

丹毒血清（付記４）、参照陽性血清（付記５）、参照陰性血清（付記６）をそれぞれ血清希釈 液で

等量に希釈したもの及び指示陰性血清を用いる。 

1.2.1.3 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.2.2 試験方法 

抗原吸着プレートの各４穴にそれぞれの対照血清を100μL ずつ入れ、1.1.2を準用して試験を行

う。 

1.2.3 判定 

参照陽性血清の吸光度率（付記７）は40％以下でなければならず、抗豚熱ウイルス血清、抗糖蛋

白 gX 欠損オーエスキー病ウイルス血清、抗豚丹毒血清及び参照陰性血清の吸光度率は、75％ 以

上でなければならない。 

1.3 力価試験 



1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.3.1.2 対照血清 

参照陽性血清、参照陰性血清及び指示陰性血清を用いる。 

1.3.1.3 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.3.2 試験方法 

参照陽性血清を参照陰性血清で２倍階段希釈し、等量の血清希釈液と混合したものをそれぞれ抗

原吸着プレートの２穴に100μL  ずつ入れ、指示陰性血清と共に1.1.2を準用して試験を行う。 

1.3.3 判定 

吸光度率が70％未満となる参照陽性血清の最高希釈倍数を gX 力価とする。

参照陽性血清の gX 力価は、８～32倍でなければならない。 

 

付記１ 平均吸光度値 

平均吸光度値は下記の計算式により算出する。 

被検材料の吸光度値＝被検材料の読み取り値－（各ブランクの読取り値の和／ブランク穴

数） 

平均吸光度値＝被検材料の各吸光度値の和／被検材料の穴数 

 
付記２ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルス GPE 
－株で免疫した豚の血清で、中和抗体価128倍以上のものただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記３ 抗糖蛋白 gX 欠損オーエスキー病ウイルス血清 

糖蛋白 gX を欠損したオーエスキー病ウイルスで免疫した豚の血清で、中和抗体価４倍以上

のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記４ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株65-0.15株で免疫した豚の血清で、生菌発育凝集

価16倍以上のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記５ 参照陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、中和抗体価が64倍以上のもの

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記６ 参照陰性血清 

オーエスキー病ウイルスに対する抗体を保有しない豚の血清 

 
付記７ 吸光度率 

吸光度率は下記の計算式により算出する。 

吸光度率（％）＝（被検血清の平均吸光度値／指示陰性血清の平均吸光度値）×100 



オーエスキー病診断用蛍光抗体 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
オーエスキー病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。 

1 小分製品の試験 

1.1 特異性試験 

1.1.1 試験材料 

オーエスキー病ウイルス感染材料としてオーエスキー病ウイルスを感染させた豚腎由来培養細胞

及びオーエスキー病ウイルス感染豚の扁桃の凍結切片、対照材料として豚腎由来正常培養細胞、健

康豚の扁桃の凍結切片並びに豚熱ウイルス、日本脳炎ウイルス、豚伝染性胃腸炎ウイルス及び豚パ

ルボウイルス感染培養細胞を用いる。 

1.1.2 試験方法 

試験品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。 

1.1.3 判定 

オーエスキー病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。 

1.2 抗原阻止試験 

1.2.1 試験材料 

1.1.1で作製したオーエスキー病ウイルス感染培養細胞、中和抗体価256倍以上の抗オーエスキー

病ウイルス血清及び陰性血清を用いる。 

1.2.2 試験方法 

抗オーエスキー病ウイルス血清又は陰性血清でそれぞれオーエスキー病ウイルス感染培養細胞を

前処理し、それぞれの標本について1.1.2を準用して試験を行う。 

1.2.3 判定 

抗オーエスキー病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ないか、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。 

1.3 力価試験 

1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 試料 

試験品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。 

1.3.1.2 感染材料 

1.1.1で作製したオーエスキー病ウイルス感染培養細胞を用いる。 

1.3.2 試験方法 

試料で感染培養細胞を直接法によって37℃で60分間染色し、観察する。 

1.3.3 判定 

特異蛍光が認められる検体の最終希釈倍数は、４倍以上でなければならない。 



オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット（確定用） 

令和２年２月５日（告示第231号）一部改正 

 
オーエスキー病ウイルスを不活化した抗原をプレートに吸着させ、酵素抗体法によりオーエスキー

病ウイルス抗体を確定的に検出するためのキットである。 

1 小分製品の試験 

1.1 吸光度試験 

1.1.1 試験材料 

1.1.1.1 被検材料 

指示陰性血清、指示弱陽性血清及び指示強陽性血清を用いる。 

1.1.1.2 反応用抗原 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.1.1.3 標識抗体 

ペルオキシダーゼ標識抗豚 IgG 抗体（以下「標識抗体」という。）を用いる。 

1.1.2 試験方法 

抗原吸着プレートの陽性抗原穴及び陰性抗原穴のそれぞれ３穴に指示陰性血清及び指示弱陽性血

清を、陽性抗原穴の２穴に指示強陽性血清をそれぞれ100μL ずつ加える。また、２穴をブランクと

する。プレートを密閉して20～25℃で30分間反応させる。濃縮洗浄液を水で10倍に希釈した洗浄液

300μL ずつで５回洗浄する。洗浄したプレートの各穴に標識抗体50μL ずつを加え、20～25℃ で

30分間反応させる。標識抗体を除去した後、洗浄液300μL ずつで５回洗浄する。基質原液を希釈液

で110倍に希釈した基質液を各穴に100μL  ずつ加え、20～25℃で20分間反応させた後、停止液 

（付記１）50μL を加え、反応を停止させる。また、ブランクとした２穴に水150μL を加える。直

ちに410nm の波長でそれぞれの吸光度を測定する。 

1.1.3 判定 

被検材料の平均吸光度実測値からブランクとした穴の吸光度の平均値を引いた値を被検材料の平

均吸光度値とする。指示陰性血清の陽性抗原穴及び陰性抗原穴における平均吸光度値は、いずれも 

0.1以下でなければならない。指示弱陽性血清の陽性抗原穴における平均吸光度値と指示陰性血清

の陽性抗原穴における平均吸光度値の差は、0.15以上でなければならない。また、指示強陽性血清

の陽性抗原穴における平均吸光度値を指示弱陽性血清の陽性抗原穴における平均吸光度値で割った

値は、2.0以上でなければならない。 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚熱ウイルス血清（付記２）、抗豚丹毒血清（付記３）、参照陽性血清（付記４）及び参照陰

性血清（付記５）を用いる。 

1.2.1.3 指示血清 

指示陰性血清、指示弱陽性血清及び指示強陽性血清を用いる。 

1.2.1.4 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.2.2 試験方法 

抗原吸着プレートの陽性抗原穴及び陰性抗原穴のそれぞれ２穴ずつに血清希釈液でそれぞれ20倍

に希釈した対照血清を100μL ずつ加え、1.1.2の試験方法を準用して試験を行う。それぞれの対照

血清の平均吸光度値からＳ／Ｐ比（付記６）及びＳ／Ｎ比（付記７）を求める。 



1.2.3 判定 

抗豚熱ウイルス血清、抗豚丹毒血清及び参照陰性血清のＳ／Ｐ比はいずれも0.4未満でなければ

ならず、参照陽性血清のＳ／Ｐ比は、0.4以上、Ｓ／Ｎ比は、1.8以上でなければならない。 

1.3 力価試験 

1.3.1 試験材料 

1.3.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.3.1.2 対照血清 

指示強陽性血清及び参照弱陽性血清（付記８）を用いる。 

1.3.1.3 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.3.2 試験方法 

指示強陽性血清を血清希釈液で２倍階段希釈したそれぞれの対照血清及び血清希釈液で20倍希釈 

した参照弱陽性血清を陽性抗原穴の２穴ずつにそれぞれ100μ 

用して試験を行う。 

1.3.3 判定 

L  ずつ加え、1.1.2の試験方法を準 

階段希釈したそれぞれの指示強陽性血清の平均吸光度値を参照弱陽性血清の平均吸光度値で割っ

た値が2.0以上を示す指示強陽性血清の最高希釈倍数を力価とする。 

指示強陽性血清の力価は、８～32倍でなければならない。 

1.4 陰性抗原確認試験 

1.4.1 試験材料 

1.4.1.1 被検材料 

抗原吸着プレートを用いる。 

1.4.1.2 対照血清 

参照抗 Vero 細胞血清（付記９）を用いる。 

1.4.1.3 標識抗体 

1.1.1.3 の標識抗体を用いる。 

1.4.2 試験方法 

血清希釈液で20倍に希釈した対照血清100μ 

法を準用して試験を行う。 

1.4.3 判定 

L  ずつを２つの陰性抗原穴に加え、1.1.2の試験方 

対照血清の平均吸光度値は、0.75～1.25でなければならない。 

 
付記１ 停止液 

46％フッ化水素酸液１ mL に水を加えて400mL としたもの 

 

付記２ 抗豚熱ウイルス血清 

豚熱ウイルス GPE －株で免疫した豚の血清で、中和抗体価64倍以上のものただ

し、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記３ 抗豚丹毒血清 

アクリフラビン耐性弱毒豚丹毒菌小金井株65-0.15株で免疫した豚の血清で、生菌発育凝集

価64倍以上のもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。

付記４ 参照陽性血清 



オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、吸光度試験法により測定した吸

光度値が1.042±0.100となるように調整し、凍結乾燥したもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記５ 参照陰性血清 

健康な豚から採取した血清で、吸光度試験法により測定した吸光度値が0.042±0.020となる

ように調整し、凍結乾燥したもの 

 
付記６ Ｓ／Ｐ比 

指示陰性血清の陽性抗原穴の平均吸光度値をＮ、指示弱陽性血清の陽性抗原穴の平均吸光度

値をＰ、対照血清の陽性抗原穴の平均吸光度値をＳとして、Ｓ／Ｐ比は下記の計算式により算

出する。 

ただし、Ｎは0.1以下でなければならず、Ｐ－Ｎは0.15以上でなければならず、指示強陽性

血清の平均吸光度値を指示弱陽性血清の平均吸光度値で割った値は2.0以上でなければならな

い。 

なお対照血清、対照血清の陽性抗原穴の平均吸光度実測値からブランク穴の平均吸光度値を

引いたものを対照血清の平均吸光度値とする。 

Ｓ－Ｎ 
Ｓ／Ｐ比＝   

Ｐ－Ｎ 

 

付記７ Ｓ／Ｎ比 

対照血清の陽性抗原穴の平均吸光度値をＳとし、対照血清の陰性抗原穴の平均吸光度値を 

ＮＨＣ（Ｓ）として、Ｓ／Ｎ比は下記の計算式により算出する。 

なお、対照血清の陽性抗原穴の平均吸光度実測値からブランク穴の平均吸光度値を引いたも

のを対照血清の平均吸光度値とする。 

Ｓ 
Ｓ／Ｎ比＝   

ＮＨＣ（Ｓ） 

 

付記８ 参照弱陽性血清 

オーエスキー病ウイルス山形Ｓ81株で免疫した豚の血清で、吸光度試験法により測定した吸

光度値が0.189±0.040となるように調整し、凍結乾燥したもの 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 

 
付記９ 参照抗 Vero 細胞血清 

豚に Vero 細胞可溶化抗原を免疫して得られた血清を凍結乾燥したもので、Vero 細胞可溶化

抗原を用いたゲル内沈降反応で明瞭な２本の沈降線を形成する。また、吸光度試験法により測

定した陰性抗原穴における吸光度値は0.843～1.133である。 

ただし、免疫に用いる豚は、適当と認められた規格の豚を用いる。 



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 

 
動生剤基準の豚熱診断用蛍光抗体の 3.5.3、3.5.4 及び 3.5.5 に規定するところにより、これらに規定

する試験を行うものとする。 
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