
 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（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 

 

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。 

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 

 

動生剤基準の豚コレラ生ワクチンの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。 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（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 

 

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。 

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 

 

動生剤基準の豚コレラ・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。 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（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） 

 

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。 

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） 

 

動生剤基準の豚コレラ生ワクチン（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。 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（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） 

 

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。 

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） 

 

動生剤基準の豚コレラ・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。 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（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 

 

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。 

診断液の部 

 

豚コレラ診断用蛍光抗体 

 

動生剤基準の豚コレラ診断用蛍光抗体の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。 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

豚熱診断用酵素抗体反応キット 

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 （略） 

付記１ （略） 

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

診断液の部 

 

豚コレラ診断用酵素抗体反応キット 

豚コレラウイルスを不活化及び可溶化後、豚コレラウイルス糖蛋白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コレラウイルス抗体

を検出するためのキットである。 

1 （略） 

付記１ （略） 

付記２ 交差反応試験血清 

豚コレラ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 

豚コレラウイルス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 

豚コレラ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



 

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 （略） 

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 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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 （略） 

1.2.2 （略）  

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 （略） 

付記１～付記５ （略） 

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～付記10 （略） 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.2 （略）  

1.2.3 判定 

抗豚コレラウイルス血清、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 （略） 

付記１～付記５ （略） 

付記６ 抗豚コレラウイルス血清 

豚コレラウイルス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～付記10 （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

（略） 

1.2.1 特異性試験１ 

1.2.1.1 試験材料 

1.2.1.1.1 （略） 

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 （略） 

1.2.1.2 （略） 

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 （略） 

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

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

（略） 

1.2.1 特異性試験１ 

1.2.1.1 試験材料 

1.2.1.1.1 （略） 

1.2.1.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.1.2 （略） 

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。抗豚コレラウイル

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 （略） 

1.2.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清、抗糖たん白gE（gI）欠損オーエスキー病ウイルス血清、



 

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 （略） 

1.2.2.2 （略） 

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 （略） 

付記１ （略） 

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～付記７ （略） 

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 （略） 

1.2.2.2 （略） 

1.2.2.3 判定 

対照血清の平均吸光度値を算出する。抗豚コレラウイルス血清、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 （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～付記７ （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

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 （略） 

1.2.2 （略） 

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 （略） 

付記１～付記４ （略） 

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～付記９ （略） 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.2 （略） 

1.2.3 判定 

抗豚コレラウイルス血清、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 （略） 

付記１～付記４ （略） 

付記５ 抗豚コレラウイルス血清 

豚コレラウイルス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～付記９ （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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 （略） 

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 （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～付記６ （略） 

診断液の部 

 

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） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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）、抗豚コレラウイルス血清

（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 （略） 

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、抗豚コレラウイルス血清、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 （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～付記６ （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

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 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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 （略） 

1.2.2 （略） 

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 （略） 

付記１ （略） 

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～付記６ （略） 

診断液の部 

 

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 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.2 （略） 

1.2.3 判定 

指示陰性血清に対して抗豚コレラウイルス血清、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 （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～付記６ （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

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 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略）  

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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 （略） 

1.2.2 （略） 

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 （略） 

付記１ （略） 

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～付記７ （略） 

診断液の部 

 

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 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略）  

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.2 （略） 

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、抗豚コレラウイ

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 （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～付記７ （略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

オーエスキー病診断用蛍光抗体 

（略） 

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 （略） 

1.1.3 （略） 

（以下略） 

診断液の部 

 

オーエスキー病診断用蛍光抗体 

（略） 

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コレラウイルス、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 （略） 

1.1.3 （略） 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット（確定用） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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 （略） 

1.2.1.4 （略） 

1.2.2 （略）  

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 （略） 

1.4 （略） 

付記１ （略） 

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。 

（以下略） 

診断液の部 

 

オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット（確定用） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.1.4 （略） 

1.2.2 （略）  

1.2.3 判定 

抗豚コレラウイルス血清、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 （略） 

1.4 （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。 

（以下略） 

 

  



 

動物用生物学的製剤検定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検定基準（平成14年10月３日農林水産省告示第1568号） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

診断液の部 

 

オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット（予備的検出用） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

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 （略） 

1.2.1.4 （略） 

1.2.2 （略） 

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以上でなければならない。 

1.3 （略） 

付記１ （略） 

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。 

（以下略） 

診断液の部 

 

オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット（予備的検出用） 

（略） 

1 小分製品の試験 

1.1 （略） 

1.2 特異性試験 

1.2.1 試験材料 

1.2.1.1 （略） 

1.2.1.2 対照血清 

抗豚コレラウイルス血清（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 （略） 

1.2.1.4 （略） 

1.2.2 （略） 

1.2.3 判定 

抗豚コレラウイルス血清、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以上でなければならない。 

1.3 （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。 

（以下略） 

 


