
豚ボルデテラ感染症精製（アフィニティークロマトグラ

フィー部分精製）・パスツレラ･ムルトシダトキソイド・

豚丹毒（組換え型）混合（油性アジュバント加）不活化

ワクチン

平成２５年９月２６日(告示第２４８１号)新規追加

ボルデテラ・ブロンキセプチカの培養ろ液を牛赤血球膜結合カラムを用いたアフィニティークロ

マトグラフィーで部分精製し、得られたシアル酸結合型赤血球凝集素を不活化したもの、パスツレ

ラ・ムルトシダの培養菌体より得た皮膚壊死毒素を部分精製した後不活化したもの、及び組換えブ

レビバチルス・チョーシネンシスで産生される豚丹毒菌の表層防御抗原たん白質を精製したものを

混合し、油性アジュバントを添加したワクチンである。

小分製品の試験1

無菌試験1.1

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。

無毒化試験1.2

試験材料1.2.1

注射材料1.2.1.1

試験品を注射材料とする。

試験動物1.2.1.2

体重約 のモルモットを用いる。350g

試験方法1.2.2

注射材料 ずつを試験動物２匹の背部皮内に注射し、７日間観察する。0.1mL

判定1.2.3

注射反応は無視し得る程度以下でなければならず、試験動物は全て生存しなければならない。

安全試験1.3

試験材料1.3.1

注射材料1.3.1.1

試験品を注射材料とする。

試験動物1.3.1.2

体重 ～ の豚を用いる。10 40kg

試験方法1.3.2

試験動物の２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１ ４週間隔で２回注射し、対照群と共に第mL をそれぞれ頚部筋肉内に

２回目注射後 週間まで臨床観察する。なお、２回目の注射部位は、初回の注射部位の反対側と２

する。

判定1.3.3

観察期間中、試験動物に臨床的な異常を認めてはならない。注射により一過性の発熱を認めて

も３日以内に回復しなければならず、また、注射反応は、無視し得る程度以下でなくてはならな

い。

力価試験1.4



豚ボルデテラ感染症力価試験1.4.1

試験材料1.4.1.1

試験動物1.4.1.1.1

の試験に用いた動物を用いる。1.3

赤血球凝集抗原1.4.1.1.2

牛赤血球凝集抗原（付記１）を用いる。

試験方法1.4.1.2

の試験最終日に試験群及び対照群から得られた各個体の非働化した血清について、マイクロ1.3

タイタ－法で赤血球凝集抑制（以下この項において「 」という。）試験を行う。HI

血清１容に ％カオリン加 ２容及び １容を加え、 分間処理した後、遠心上清を25w/v PBS PBS 30

採取する（４倍希釈血清）。 穴 底プレートを用いて、 で２倍階96 V ４倍希釈血清 μ を25 L PBS

段希釈する。各希釈血清に 単位 の牛赤血球凝集抗原を μ ずつ加えて、４℃で一320HA /mL 25 L

夜静置する。これに ％グルタールアルデヒド固定牛赤血球浮遊液（付記２）を μ ずつ0.5vol 50 L

加え、 ℃で２時間反応させ、更に４℃で一夜静置した後、赤血球の凝集の有無を観察する。37

判定1.4.1.3

赤血球の凝集が抑制された血清の最高希釈倍数を 抗体価とする。HI

試験群の 抗体価は、全て８倍以上でなければならない。この場合において、対照群では、全HI

て４倍以下でなければならない。

パスツレラ・ムルトシダ力価試験1.4.2

試験材料1.4.2.1

試験動物1.4.2.1.1

の試験に用いた動物を用いる。1.3

酵素抗体反応（以下この項において「 」という。）用抗原1.4.2.1.2 ELISA

皮膚壊死毒素（付記３）を用いる。パスツレラ・ムルトシダ

試験方法1.4.2.2

の試験最終日に試験群及び対照群から得られた各個体の非働化した血清について、 を1.3 ELISA

行う。

試験群及び対照群の血清、パスツレラ参照陽性血清（付記４）並びにパスツレラ参照陰性血清

（付記５）を、各々、血清希釈液１（付記６）で 倍から２倍階段希釈し、パスツレラ抗原吸着10

プレート（付記７）に μ ずつ加える。 ℃で 分間反応させた後、洗浄液１（付記８）で100 L 37 60

３回洗浄する。次に、各穴に酵素標識抗体（付記９）を μ ずつ加え、 ℃で 分間反応さ100 L 37 30

せた後、洗浄液で３回洗浄する。基質液（付記 ）を各穴に μ ずつ加え、遮光して ℃で10 100 L 25

分間反応させた後、 硫酸水溶液を μ ずつ加えて反応を停止させ、各穴の吸光度15 0.5mol/L 100 L

を波長 で測定する。450nm

判定1.4.2.3

吸光度値が 以上を示す血清の最高希釈倍数を 抗体価とする。1.000 ELISA

試験群では、 抗体価は、いずれも 倍以上でなければならない。この場合において、対ELISA 40

照群では、 倍以下でなければならない。また、パスツレラ参照陽性血清は ～ 倍、パスツ20 80 160

レラ参照陰性血清は 倍以下でなければならない。10

豚丹毒力価試験1.4.3

試験動物1.4.3.1.1

の試験に用いた動物を用いる。1.3

用抗原1.4.3.1.2 ELISA

精製豚丹毒菌表層防御たん白質（付記 ）を用いる。11

試験方法1.4.3.2



の試験最終日に試験群及び対照群から得られた各個体の非働化した血清について、 を1.3 ELISA

行う。

試験群及び対照群の血清、豚丹毒参照陽性血清（付記 ）並びに豚丹毒参照陰性血清（付記12

）を、各々、血清希釈液２（付記 ）で 倍に希釈し、豚丹毒抗原吸着プレート（付記 ）13 14 100 15

の２穴に μ ずつ加える。 ℃で 分間反応させた後、洗浄液２（付記 ）で３回洗浄す100 L 37 45 16

る。次に、各穴に酵素標識抗体を μ ずつ加え、 ℃で 分間反応させた後、洗浄液で３回100 L 37 45

洗浄する。基質液を各穴に μ ずつ加え、遮光して ℃で 分間反応させた後、１ 硫100 L 25 25 mol/L

酸水溶液を μ ずつ加えて反応を停止させ、各穴の吸光度を波長 で測定する。100 L 450nm

判定1.4.3.3

各血清の平均吸光度値を算出する。豚丹毒参照陽性血清の平均吸光度値が ～ 、豚丹0.850 1.350

毒参照陰性血清の平均吸光度値が 以下の場合、試験成立とし、次式に基づいて試験群と対照0.250

群の血清の 抗体価を算出したとき、 以上を陽性とする。ELISA 0.340

抗体価＝(Ｓ－Ｎ)／(Ｐ－Ｎ)ELISA

Ｓ：被験血清の平均吸光度値

Ｎ：豚丹毒参照陰性血清の平均吸光度値

Ｐ：豚丹毒参照陽性血清の平均吸光度値

試験群では、 抗体価は、いずれも陽性でなければならない。この場合において、対照群ELISA

では、 未満でなければならない。0.280

付記１ 牛赤血球凝集抗原

牛赤血球に対して強い凝集活性を有するボルデテラ・ブロンキセプチカⅠ相菌の培養ろ液

を、牛赤血球膜結合セルロースカラムを用いたアフィニティークロマト法により精製し、得

られた牛赤血球凝集素の赤血球凝集価が ～ 単位／ になるように濃度を調整1,280 2,560HA mL

したもの。

浮遊液付記２ ％グルタールアルデヒド固定牛赤血球0.5vol

牛赤血球をグルタールアルデヒドで固定後、 ％赤血球液となるように調整したもので、10vol

使用時に、 ％ゼラチン加 で ％赤血球液となるように希釈する。0.01w/v PBS 0.5vol

付記３ 皮膚壊死毒素パスツレラ・ムルトシダ

皮膚壊死毒素を産生するパスツレラ・ムルトシダ菌の培養菌液を超音波処理後、陰イオン交

換クロマトグラフィーにより部分精製したもの。 ポリアクリルアミドゲル電気泳動で分SDS

析したとき、分子量約 の位置に特異的なバンドを認める。140kDa

付記４ パスツレラ参照陽性血清

無毒化したパスツレラ・ムルトシダ皮膚壊死毒素で免疫した豚の血清であって、 の試1.4.2.2

験を準用して試験するとき、 抗体価が ～ 倍示すように調整したもの。凍結してELISA 80 160

－ ℃以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。20

付記５ パスツレラ参照陰性血清

1.4.2.2パスツレラ・ムルトシダ皮膚壊死毒素に対する抗体を保有しない豚の血清であって、

の試験を準用して試験するとき、 抗体価が 倍以下を示すもの。凍結して－ ℃以ELISA 10 20

下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

付記６ 血清希釈液１



中1,000mL

50 g塩化ナトリウム

0.20 gゼラチン

80 1.0 mLポリソベート

リン酸緩衝食塩液 残 量

加温・溶解後、ろ過滅菌を行う。

付記７ パスツレラ抗原吸着プレート

皮膚壊死毒素を、たん白質濃度が μ となるように炭酸緩パスツレラ・ムルトシダ 0.5 g/mL

衝液（付記 ）で希釈し、 プレートの各穴に μＬずつ加え、４℃で一夜固相化す17 ELISA 100

る。固相化したプレートを洗浄液で３回洗浄し、ブロッキング液（付記 ）を μ ずつ18 150 L

各穴に加え、 ℃で１時間反応させた後、プレートを洗浄液で３回洗浄したもの。37

付記８ 洗浄液１

中1,000mL

8.50 g塩化ナトリウム

3.12 gりん酸二水素ナトリウム・二水和物

80 0.2 mLポリソルベート

水 残 量

を に調整する。pH 7.2

付記９ 酵素標識抗体

ペルオキシダーゼ標識抗豚 を血清希釈液１で至適濃度に希釈したもの。IgG

付記 基質液10

液中に テトラメチルベンジジン（ )及び過酸化水素を含むもの。3, 3', 5, 5' TMB

付記 精製豚丹毒菌表層防御たん白質11

組換えブレビバチルス・チョーシネンシスで産生される豚丹毒菌の表層防御抗原たん白質

陰イオン交換クロマトグラフィーにより精製したもの。 ポリアクリルアミドゲル電気を SDS

泳動で分析したとき、分子量約 の位置に特異的なバンドを認める。46.5kDa

付記 豚丹毒参照陽性血清12

精製豚丹毒菌表層防御たん白質で免疫した豚の血清であって、 の試験を準用して試験1.4.3.2

するとき、 の吸光度値が ～ を示すように調整したもの。凍結して－ ℃ELISA 0.850 1.350 20

以下又は凍結乾燥して５℃以下で保存する。

付記 豚丹毒参照陰性血清13

精製豚丹毒菌表層防御たん白質に対する抗体を保有しない豚の血清で、 の試験を準用1.4.2.2

して試験するとき、 抗体価が 以下を示すもの。凍結して－ ℃以下又は凍結乾ELISA 0.250 20

燥して５℃以下で保存する。

付記 血清希釈液２14

中1,000mL

8.75 g塩化ナトリウム



12 2.76 gりん酸水素ナトリウム・ 水和物

0.49 gりん酸二水素ナトリウム・二水和物

1.08 gゼラチン

20 0.54 mLポリソベート

水 残 量

加温・溶解後、ろ過滅菌を行う。

付記 豚丹毒抗原吸着プレート15

精製豚丹毒菌表層防御たん白質を、たん白質濃度が１μ となるように炭酸緩衝液で希g/mL

釈し、 プレートの各穴に μＬずつ加え、４℃で一夜固相化する。固相化したプレELISA 100

ートを洗浄液で３回洗浄し、ブロッキング液を μ ずつ各穴に加え、 ℃で１時間反応150 L 37

させた後、プレートを洗浄液で３回洗浄したもの。

付記 洗浄液２16

中1,000mL

20 0.5 mLポリソベート

生理食塩液 残 量

付記 炭酸緩衝液17

Ａ液： 中1,000mL

3.18 g炭酸ナトリウム

水 残 量

Ｂ液： 中1,000mL

5.86 g炭酸水素ナトリウム

水 残 量

Ａ液とＢ液を使用時に等量混合する。

付記 ブロッキング液18

適当と認められた溶液。


