
農林水産省

新旧対照表方式による府省令等の改正状況

（１） 府省令等の件数及びそのうち新旧対照表方式により改正した府省令等の件数

府省令 規則 訓令 告示 合計
6 0 0 6 12
6 0 0 5 11
5 0 0 4 9
5 0 0 4 9
8 0 0 13 21
8 0 0 13 21
6 0 0 9 15
6 0 0 9 15
8 0 0 7 15
8 0 0 5 13
8 0 0 19 27
8 0 0 19 27
8 0 0 8 16
8 0 0 5 13
8 0 0 23 31
8 0 0 18 26
6 0 0 7 13
6 0 0 4 10
4 0 0 35 39
4 0 0 20 24

26 0 0 28 54
26 0 0 20 46
7 0 0 19 26
7 0 0 14 21

９
月

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

１０
月

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

７
月

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

８
月

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

５
月

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

６
月

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

府省令等の件数

府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数
府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

３
月

４
月

うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

府省等名

※１　件数は、府省令、規則、訓令及び告示別で記載してください。
※２　件数は、月別で記載してください。
※３　共同省令等については、主管府省において計上してください（主管府省がない場合は、各府省でそれぞれ計
上してください。）。
※４　新規制定、廃止の府省令等は除外し、一部改正の府省令等のみ計上してください。

　平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間、官報に掲載された府省令等（法律・政令以外
の府省令、規則、訓令及び告示。以下同じ。）について

うち、新旧方式により改正した府省令等の件数

うち、新旧方式により改正した府省令等の件数
府省令等の件数
うち、新旧方式により改正した府省令等の件数
府省令等の件数

府省令等の件数

１１
月

１２
月

１
月

２
月
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府省等名 農林水産省

件数 1

② 新旧対照表方式によると文字数(官報の頁数)が増加し、非効率となる。

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ

件数

③ その他

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ

件数 40 6

ⅰ）同一の文言の改正を複数行うもの
ⅱ）新旧対照表を作成しておらず、新旧方式では新旧対照表を新たに作成することになるもの
ⅲ）複数の府省令等を束ねて改正するもの
ⅳ）大部分が新規追加や全部削除のもの（新旧対照表方式では、空欄箇所が大部分になるもの）
ⅴ）大量の号ずれ等が生じるもの

ⅰ）三段表以上の新旧対照表が必要となる可能性があり、改正内容がわかりづらくなるもの
ⅱ）速やかに改正する必要があったもの
ⅲ）改正箇所がわずかなもの
ⅳ）上記以外

① 表・様式・図画の改正を含み、新旧対照表方式では文字が小さくなるなどにより、改正内容が
分かりづらくなる。

（２） 新旧対照表方式により改正しなかった府省令等について、以下の改正しなかった理由に該
当するものの件数及び改め文（官報の写し）

※　複数の要素を含む場合は、それぞれに計上してください（例②－ⅰ）1件、②－ⅲ）1件と計上）
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※１　記載する府省令等の数に応じて、表の行を追加して記載してください。

府省等名

（３） (２)①②③のそれぞれについて、該当する主管の府省令等について、代表事例（各３つ程度）の府省
令等の名称、新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由（新旧方式を用いた場合の具体的な支
障）を記載するとともに、改め文（官報の写し）及び新旧対照表を添付してください。

 (２)の①に該当する事例

府省令等の名称

平成30年12月19日農林水産省告示第
2743号

農林水産省

新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由
（新旧方式を用いた場合の具体的な支障）

複数の様式の改正を含み、官報上で新旧対照表方式を用いると、文字が
小さくなることなどにより、改正内容が分かりづらくなるため。
※新旧対照表自体も作成していない。

別紙１－３



分類
（ⅰ～ⅴ）

府省令等の名称
新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由

（新旧方式を用いた場合の具体的な支障）

 (２)の②に該当する事例

※　記載する府省令等の数に応じて、表の行を追加して記載してください。



分類
（ⅰ～ⅳ）

平成31年2月14日農林水産
省告示第352号

改正箇所が大量にあることから、新旧対照表を官報掲載する場合、官報入
稿から掲載まで相当な期間を要するため。
※本告示については、本則部分を官報に掲載せず、当省のホームページ
に掲載した。このことにより官報原稿の量が減り、入稿から公布までの日
数も少なくなった。

また、医薬品製造業者等にとっても、改正内容に関して医薬品の種類ごと
に整理して掲載されていた方が利便性が高いため。

府省令等の名称
新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由

（新旧方式を用いた場合の具体的な支障）

平成30年12月28日農林水産
省告示第2815号

改正箇所が大量にあることから、新旧対照表を官報掲載する場合、官報入
稿から掲載まで相当な期間を要するため。
※本告示については、本則部分を官報に掲載せず、当省のホームページ
に掲載した。このことにより官報原稿の量が減り、入稿から公布までの日
数も少なくなった。

ⅱ

ⅱ

ⅲ

※１　記載する府省令等の数に応じて、表の行を追加して記載してください。
※２　③「その他」ⅳ)に該当する事例がある場合は、当該事例を代表事例に含めてください。

 (２)の③に該当する事例

平成30年11月7日農林水産
省告示第2488号

改正箇所がわずかであったため。

























































































飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件 新旧対照表

○飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法（昭和54年８月18日農林水産省告示第1182号）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法飲食料品及び油脂の

格付の表示の様式及び表示の方法

（適用の範囲）1 適用範囲

この格付の表示の様式及び表示の方法は，取扱業者，生産行程管理者，流通行程管理者，外国取扱 第１条 この格付の表示の様式及び表示の方法は、別表１、別表２、別表３、別表４、別表５及び別

業者，外国生産行程管理者及び外国流通行程管理者が日本農林規格等に関する法律（昭和 年法律第 表６に掲げる飲食料品及び油脂の格付の表示に適用する。25
号）第 条第 項から第 項まで及び第 条第 項から第 項までの規定に基づき行う の左欄に掲175 10 1 3 30 1 3 表1

げる飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法を規定する。

（表示の様式）2 格付の表示の様式

格付の表示の様式については， の左欄に掲げる飲食料品及び油脂ごとに，同表の右欄のとおり 第２条 表示の様式は、別表１に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式１、別表２に掲げる飲表1
とする。 食料品及び油脂にあっては別記様式２、別表３に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式３、

別表４に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式４、別表５に掲げる飲食料品及び油脂にあっ

ては別記様式５、別表６に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式６のとおりとする。表 －飲食料品及び油脂ごとの格付の表示の様式1

A.1 Aベーコン類（ベーコンを除く。），骨付きハム，ラックスハム及びソーセー 附属書

ジ（ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセー

ジ，リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージを除

く。）

マカロニ類A.2
炭酸飲料A.3
トマト加工品（トマトケチャップを除く。）A.4
風味調味料A.5
乾燥スープA.6
ドレッシングA.7
異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖A.8
即席めんA.9
植物性たん白A.10
削りぶしA.11
醸造酢A.12
食用精製加工油脂A.13
豆乳類A.14
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。）A.15



マーガリン類A.16
干しめんA.17
農産物漬物A.18
全糖ぶどう糖A.19
ショートニングA.20
精製ラードA.21
にんじんジュース及びにんじんミックスジュースA.22
水産物缶詰及び水産物瓶詰A.23
果実飲料A.24
農産物缶詰及び農産物瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つA.25 2
割りに限る。），たけのこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限2
る。），もも缶詰及びもも瓶詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶2
詰（ つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰2
を除く。）

パン粉A.26
そしゃく配慮食品A.27

B.1 Bたけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけのこ大2 附属書

型缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及びもも瓶2
詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶詰（ つ割りに限る。）並びに2 2
フルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰

ベーコン，ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。），プレスハム，B.2
ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセージ，

リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージ

しょうゆB.3
ジャム類B.4
ウスターソース類B.5
トマトケチャップB.6
ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキB.7
チルドミートボールB.8
ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。）B.9
煮干魚類B.10
干しそばB.11
コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰B.12

C.1 C熟成ハム類，熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類 附属書

地鶏肉C.2
手延べ干しめんC.3
りんごストレートピュアジュースC.4
生産情報公表牛肉C.5



生産情報公表豚肉C.6
生産情報公表農産物C.7
生産情報公表養殖魚C.8
定温管理流通加工食品C.9
人工種苗生産技術による水産養殖産品C.10

D.1 D有機農産物 附属書

有機加工食品D.2
有機畜産物D.3

（表示の方法）3 格付の表示の方法

表示の方法は，次に掲げるとおりとする。 第３条 表示の方法は、容器若しくは包装の１個ごとに見やすい箇所に、又は送り状に付することと

する。

容器若しくは包装の 個ごとに見やすい箇所に，又は送り状に付さなければならない。 ［新設］a) 1
格付の表示の様式に近接して，格付に係る日本農林規格の内容を示す文字，絵その他の事項を ［新設］b)
表示することができる。この場合において，一般消費者に対し，格付に係る日本農林規格の内容

を誤認させるような事項を表示してはならない。

［削る］ 別表１（第１条、第２条関係）

１ ベーコン類（ベーコンを除く。）、骨付きハム、ラックスハム及びソーセージ（ボロニアソー

セージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、セミドライソ

ーセージ及びドライソーセージを除く。）

２ マカロニ類

３ 炭酸飲料

４ トマト加工品（トマトケチャップを除く。）

５ 風味調味料

６ 乾燥スープ

７ ドレッシング

８ 異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖

９ 即席めん

10 植物性たん白

11 削りぶし

12 醸造酢

13 食用精製加工油脂

14 豆乳類

15 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。）

16 マーガリン類

17 干しめん



18 農産物漬物

19 全糖ぶどう糖

20 ショートニング

21 精製ラード

22 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース

23 水産物缶詰及び水産物瓶詰

24 果実飲料

25 農産物缶詰及び農産物瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、

たけのこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶詰（２つ

割りに限る。）、なし缶詰及びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフ

ルーツみつ豆瓶詰を除く。）

26 パン粉

27 そしゃく配慮食品

［削る］ 別表２（第１条、第２条関係）

１ たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大型缶詰（全形（傷

を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及

びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰

２ ベーコン、ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。）、プレスハム、ボロニアソーセー

ジ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、セミドライソーセ

ージ及びドライソーセージ

３ しょうゆ

４ ジャム類

５ ウスターソース類

６ トマトケチャップ

７ ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキ

８ チルドミートボール

９ ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。）

10 煮干魚類

11 干しそば

12 コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰

［削る］ 別表３（第１条、第２条関係）

１ 熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類

２ 地鶏肉

３ 手延べ干しめん

４ りんごストレートピュアジュース

［削る］ 別表４（第１条、第２条関係）

１ 有機農産物



２ 有機加工食品

３ 有機畜産物

［削る］ 別表５（第１条、第２条関係）

１ 生産情報公表牛肉

２ 生産情報公表豚肉

３ 生産情報公表農産物

４ 生産情報公表養殖魚

［削る］ 別表６（第１条、第２条関係）

定温管理流通加工食品

別記様式１（第２条関係）附属書Ａ

（規定）

Ａ格付の表示の様式

格付の表示の様式については とする。図A.1

 格付の表示を１個ごとに付する場合の円の外径は、次のとおりとする。

区 分 格付の表示を１個ご

とに付する場合の円

の外径図 －格付の表示の様式ＡA.1
マカロニ類、異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖、即席めん（めん重量が 20㎜以上

格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径は， のとおりとする。 50ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合及び生タイプ即席めa) A.11 表

んにあってはめん重量が135ｇ入り未満の容器又は包装に格付の表示を付す

る場合を除く。）、植物性たん白、食用精製加工油脂、全糖ぶどう糖並びに表 －格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径A.1 1
格付の表示を 個ご パン粉1

区分 とに付する場合の円

の外径

マカロニ類，異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖，即席めん（めん重量が 以上 ベーコン類（ベーコンを除く。）、骨付きハム及びラックスハム、ソーセー 15㎜以上20mm
入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合及び生タイプ即席め ジ（ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセー50g

んにあってはめん重量が 入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する ジ、リオナソーセージ、セミドライソーセージ及びドライソーセージを除135g
場合を除く。），植物性たん白，食用精製加工油脂，全糖ぶどう糖並びにパ く。）、醸造酢（500ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合



ン粉 に限る。）、豆乳類（500ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する

ベーコン類（ベーコンを除く。），骨付きハム及びラックスハム，ソーセー 以上 場合に限る。）、マーガリン類（115ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表15mm
ジ（ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセー 示を付する場合を除く。）、干しめん、農産物漬物（300ｇ入り以上の容器

ジ，リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージを除 又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、ショートニング、精製ラー

く。），醸造酢（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合 ド並びに果実飲料（1,800ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する500mL
に限る。），豆乳類（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する 場合に限る。）500mL
場合に限る。），マーガリン類（ 入り以下の容器又は包装に格付の表示 炭酸飲料（びんのふたに格付の表示を付する場合を除く。）、トマト加工品 10㎜以上115g
を付する場合を除く。），干しめん，農産物漬物（ 入り以上の容器又は （トマトケチャップを除く。）、風味調味料、乾燥スープ、ドレッシング、300g
包装に格付の表示を付する場合に限る。），ショートニング，精製ラード並 即席めん（めん重量が50ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場

びに果実飲料（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合 合及び生タイプ即席めんにあってはめん重量が135ｇ入り未満の容器又は包1 800mL
に限る。） 装に格付の表示を付する場合に限る。）、削りぶし、醸造酢（500ml入り未

炭酸飲料（びんのふたに格付の表示を付する場合を除く。），トマト加工品 以上 満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、豆乳類（500ml入10mm
（トマトケチャップを除く。），風味調味料，乾燥スープ，ドレッシング， り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、畜産物缶詰及

即席めん（めん重量が 入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場 び畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。）、マーガリン50g
合及び生タイプ即席めんにあってはめん重量が 入り未満の容器又は包装 類（115ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、135g
に格付の表示を付する場合に限る。），削りぶし，醸造酢（ 入り未満 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース、水産物缶詰及び水産物瓶500mL
の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），豆乳類（ 入り 詰、果実飲料（1,800ml未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合（瓶500mL
未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），畜産物缶詰及び のふたに格付の表示を付する場合を除く。）に限る。）、農産物缶詰及び農

畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。），マーガリン類 産物瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、

（ 入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），にん たけのこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰115g
じんジュース及びにんじんミックスジュース，水産物缶詰及び水産物瓶詰， 及びもも瓶詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及びなし瓶詰（２つ割りに限

果実飲料（ 未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合（瓶のふ る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰を除く。）並びに1 800mL
たに格付の表示を付する場合を除く。）に限る。），農産物缶詰及び農産物 そしゃく配慮食品（表示可能面積がおおむね150㎝以下の容器又は包装に格2

瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけ 付の表示を付する場合を除く。）2
のこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及び 農産物漬物（300ｇ入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 ７㎜以上2
もも瓶詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶詰（ つ割りに限る。） る。）2 2
並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰を除く。）並びにそしゃ 炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示を付する場合に限る。）、果実飲料（瓶の ５㎜以上

く配慮食品（表示可能面積がおおむね 以下の容器又は包装に格付の表 ふたに格付の表示を付する場合に限る。）並びにそしゃく配慮食品（表示可150cm2

示を付する場合を除く。） 能面積がおおむね150㎝ 以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限2

農産物漬物（ 入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 以上 る。）300g 7mm
る。）

炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示を付する場合に限る。），果実飲料（瓶の 以上 １5mm
ふたに格付の表示を付する場合に限る。）並びにそしゃく配慮食品（表示可  円の縁の幅は、円の外径の とする。

能面積がおおむね 以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 20150cm2

る。） ３

 ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。

円の縁の幅は，円の外径の としなければならない。 10b) 1/20
JASの文字の高さは，円の外径の としなければならない。  認証機関名は、円に近接した箇所に記載すること。なお、認証機関名は、略称を記載することc) 3/10
認証機関名は，円に近接した箇所に記載すること。なお，認証機関名は，略称を記載することが ができる。d)
できる。  炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示をする場合に限る。）若しくは果実飲料（瓶のふたに格付の



炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示をする場合に限る。）若しくは果実飲料（瓶のふたに格付の表 表示をする場合に限る。）又は表示可能面積がおおむね150以下の飲食料品及び油脂にあってe)
示をする場合に限る。）又は表示可能面積がおおむね 以下の飲食料品及び油脂にあって は、認証機関名は、省略することができる。150cm2

は，認証機関名は，省略することができる。

別記様式２（第２条関係）附属書Ｂ

（規定）

Ｂ格付の表示の様式

格付の表示の様式については とする。図B.1

 格付の表示を１個ごとに付する場合の円の外径は、次のとおりとする。

区 分 格付の表示を１個ご

とに付する場合の円図 －格付の表示の様式ＢB.1
の外径

格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径は， のとおりとする。 ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。） ㎜以上a) B.11 20表

ベーコン、ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。）、プレスハム、 ㎜以上15
ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、表 －格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径B.1 1

格付の表示を 個ご リオナソーセージ、セミドライソーセージ及びドライソーセージ、しょうゆ1
区分 とに付する場合の円 （1,800ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、

の外径 ハンバーガーパティ、チルドハンバーグステーキ並びに干しそば

ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。） 以上 たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大 ㎜以上20mm 10
ベーコン，ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。），プレスハム， 以上 型缶詰（全形（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶15mm
ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセージ， 詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並び

リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージ，しょうゆ にフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰、しょうゆ（201ml入り以上

（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）， 1,800 入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、ジ1 800mL ml
ハンバーガーパティ，チルドハンバーグステーキ並びに干しそば ャム類、ウスターソース類、トマトケチャップ、チルドミートボール、煮干

たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけのこ大型 以上 魚類並びにコンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰2 10mm
缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及びもも瓶詰 しょうゆ（200ml入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 ７㎜以上2
（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶詰（ つ割りに限る。）並びにフ る。）2 2

201mL 1 800ルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰，しょうゆ（ 入り以上

入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），ジャム １mL



類，ウスターソース類，トマトケチャップ，チルドミートボール，煮干魚類  円の縁の幅は、円の外径の とする。

並びにコンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰 20

しょうゆ（ 入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 以上 ３200mL 7mm
る。）  ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。

10

円の縁の幅は，円の外径の としなければならない。 １b) 1/20
の文字の高さは，円の外径の としなければならない。  等級の文字の高さは、円の外径の とする。c) JAS 3/10

等級の文字の高さは，円の外径の としなければならない。 ５d) 1/5
たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけのこ大型缶詰（全形（傷を  たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大型缶詰（全形（傷e) 2
除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及びもも瓶詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びな を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及2 2
し瓶詰（ つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰並びにコンビー びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰並びにコン2
フ缶詰及びコンビーフ瓶詰の等級並びにジャム類及びウスターソース類の等級が標準の場合に ビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰の等級並びにジャム類及びウスターソース類の等級が標準の場合

は，等級の表示を省略することができる。 には、等級の表示を省略することができる。

等級及び認証機関名は，円に近接した箇所に記載しなければならない。なお，認証機関名は，略  等級及び認証機関名は、円に近接した箇所に記載すること。なお、認証機関名は、略称を記載f)
称を記載することができる。 することができる。

表示可能面積がおおむね 以下の飲食料品及び油脂にあっては，認証機関名は，省略するこ  表示可能面積がおおむね150㎝ 以下の飲食料品及び油脂にあっては、認証機関名は、省略するg) 150cm2 2

とができる。 ことができる。

別記様式３（第２条関係）附属書Ｃ

（規定）

Ｃ格付の表示の様式

格付の表示の様式については 又は とする。図 図C.1 C.2



 Ａは、15mm以上とする。

 Ｂは、Ａの４／13とし、Ｃは、Ａの19／13とする。

 認証機関名は、略称を記載することができる。

図 －格付の表示の様式Ｃ（カラー）C.1

図 －格付の表示の様式Ｃ（単色）C.2

A

B

C

D

E

A

F

G

認 証 機 関 名

A

B

C

D

E

A

F
認 証 機 関 名

b

a



B A 8/10 C A 27/100 D A 49/100 E A 65/1 000 F A 35/100 ,a) は の とし， は の とし， は の ， は の とし， は の とし

は の としなければならない。G E 36/100
認証機関名は，略称を記載することができる。b)

にあっては， の部分及び の部分の色は，各々に異なる色としなければならない。c) C.1図 a b

別記様式４（第２条関係）附属書Ｄ

（規定）

Ｄ格付の表示の様式

格付の表示の様式については とする。図D.1

 Ａは、５mm以上とする。

 Ｂは、Ａの２倍とし、Ｄは、Ｃの３／10とする。

 認証機関名の文字の高さは、Ｄと同じとする。

 認証機関名は、略称を記載することができる。

 認証番号は、関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装、容器若しくは送り状に表示され図 －格付の表示の様式ＤD.1
る事項により、有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者

は 以上としなければならない。 若しくは外国小分け業者又は輸入業者を特定することができる場合には、記載しないことができa) A 5mm
は の 倍とし， は の としなければならない。 る。b) B A 2 D C 3/10

認証機関名の文字の高さは， と同じとしなければならない。c) D
認証機関名は，略称を記載することができる。d)
認証番号は，関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装，容器若しくは送り状に表示されるe)
事項により，有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者，小分け業者，外国生産行程管理者若

しくは外国小分け業者又は輸入業者を特定することができる場合には，記載しないことができ

る。

Ｃ

認 証 機 関 名

ＤＡ

Ｂ

認 証 番 号

Ｃ

認 証 機 関 名

ＤＡ

Ｂ

認 証 番 号



［削る］ 別記様式５（第２条関係）

 Ａは、５mm以上とする。

 Ｂは、Ａの５／４とし、Ｃ及びＤは、Ａの３／８とし、Ｅは、Ａの１／８とする。

 認証機関名は、略称を記載することができる。

Ｄ

Ｃ

Ｅ

Ｂ

Ａ

認証機関名



［削る］ 別記様式６（第２条関係）

 Ａは、５mm以上とする。

 Ｂは、Ａの５／４とし、Ｃ及びＤは、Ａの３／８とし、Ｅは、Ａの１／８とする。

 認証機関名は、略称を記載することができる。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

定温管理流通

認証機関名



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 1568号）（抄）

改正後 改正前

ワクチン（シードロット製剤）の部 ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部

鶏伝染性コリーザ（A・C型）・マイコプラズマ・ガリセプ 鶏伝染性コリーザ（A・C型）・マイコプラズマ・ガリセプ
チカム感染症混合（アジュバント・油性アジュバント加） チカム感染症混合（アジュバント・油性アジュバント加）
不活化ワクチン（シード） 不活化ワクチン（シード）

（略） （略）

鶏コクシジウム感染症（アセルブリナ・テネラ・マキシマ （新設）

２価・ミチス）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アイメリア・アセルブリナ、弱毒アイメリア・テネラ、２種

類の弱毒アイメリア・マキシマ及び弱毒アイメリア・ミチスをそれぞれ同規格に適合した鶏の腸
管内で増殖させて得たオーシストを混合したワクチンである。

2 製法
2.1 製造用株
2.1.1 アイメリア・アセルブリナ株
2.1.1.1 名称
弱毒アイメリア・アセルブリナ HP株又はこれと同等と認められた株

2.1.1.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の十二指腸及び空腸の粘膜上皮細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。

2.1.1.3マスターシードコクシジウム
2.1.1.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した

工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃

以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ

ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.1.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.1.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。

2.1.1.5プロダクションシードコクシジウム
2.1.1.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存



する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。

2.1.2 アイメリア・テネラ株
2.1.2.1 名称
弱毒アイメリア・テネラ HP株又はこれと同等と認められた株

2.1.2.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の盲腸粘膜上皮及び固有層の細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。

2.1.2.3マスターシードコクシジウム
2.1.2.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した

工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃

以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ

ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.2.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.2.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。

2.1.2.5プロダクションシードコクシジウム
2.1.2.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存

する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。

2.1.3 アイメリア・マキシマ株
2.1.3.1 名称
弱毒アイメリア・マキシマ CP株及びMFP株又はこれらと同等と認められた株

2.1.3.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の空腸及び回腸の粘膜上皮細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。

2.1.3.3マスターシードコクシジウム
2.1.3.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した

工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃

以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ

ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.3.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.3.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。

2.1.3.5プロダクションシードコクシジウム



2.1.3.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存

する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。

2.1.4 アイメリア・ミチス株
2.1.4.1 名称
弱毒アイメリア・ミチス HP株又はこれと同等と認められた株

2.1.4.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の十二指腸及び空腸の粘膜上皮細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。

2.1.4.3マスターシードコクシジウム
2.1.4.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した

工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃

以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ

ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.4.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.4.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。

2.1.4.5プロダクションシードコクシジウム
2.1.4.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存

する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。

2.2 製造用材料
2.2.1 鶏
シードロット規格の４に適合した鶏を用いる。
マスターシードコクシジウム及びワーキングシードコクシジウムを増殖、継代及び保存する場合

の鶏並びにプロダクションシードコクシジウムを増殖及び保存する場合の鶏について、3.2 の試験を行
う。

2.3 原液
2.3.1 オーシストの増殖
2.3.1.1 アイメリア・アセルブリナ株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加

えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液（付記１）に浮遊さ
せ、アイメリア・アセルブリナ株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・アセルブリナ株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。

2.3.1.2 アイメリア・テネラ株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加

えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液に浮遊させ、アイメ



リア・テネラ株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・テネラ株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。

2.3.1.3 アイメリア・マキシマ株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加

えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液に浮遊させ、アイメ
リア・マキシマ各株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・マキシマ各株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。

2.3.1.4 アイメリア・ミチス株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加

えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液に浮遊させ、アイメ
リア・ミチス株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・ミチス株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。

2.3.2 胞子形成
各株のオーシスト浮遊液を、それぞれ 25 ～ 30 ℃で２～３日間通気して胞子を形成させ、各株

の胞子形成オーシスト液とする。
各株の胞子形成オーシスト液について、3.4の試験を行う。

2.3.3 除菌
各株の胞子形成オーシスト液に含まれる胞子形成オーシストを適当と認められた方法により除

菌及び洗浄し、滅菌リン酸緩衝食塩液に再浮遊させたものを、各株の原液とする。
各株の原液について、3.5の試験を行う。

2.4 最終バルク
各株の原液を濃度調整し、混合したものを最終バルクとする。

2.5 小分製品
最終バルクを小分容器に分注し、密栓して小分製品とする。
小分製品について、3.6の試験を行う。

3 試験法
3.1 製造用株の試験
3.1.1 マスターシードコクシジウム
3.1.1.1 同定試験
適当な形態学的性状試験法、PCR 検査法、酵素電気泳動法その他の承認された試験法によって

そのコクシジウム同定のための試験を実施するとき、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をするとき、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をするとき、適合しなければならない。

3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験
3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験
一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.3、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな

ければならない。
3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験
3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験
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 1.3 及び 3.1.2 を準用

して試験するとき、適合しなければならない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.2に
規定する試験を実施する製剤については、本試験を実施しなくてもよい。

3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験
鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルス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 1.3、3.2.1、3.2.2及び 3.2.10を準用して試験するとき、適合しなければな



らない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.1に規定する試験を実施する製剤について
は、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 3.2.10の試験を実施しなくてもよい。

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

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

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

3.1.2 ワーキングシードコクシジウム
3.1.2.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験をするとき、適合しなければならない。

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

3.1.3 プロダクションシードコクシジウム
貯蔵するものについて次の試験を行う。

3.1.3.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験をするとき、適合しなければならない。

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

3.2 鶏の試験
3.2.1 鶏発育性状試験
対照鶏を、ワクチンシードを接種することなく、ワクチンシードの作製時と同じ条件で飼育し、

観察するとき、異常を認めてはならない。
3.3 オーシスト浮遊液の試験
3.3.1 オーシスト含有量試験
3.3.1.1 試験材料
検体を試料とする。

3.3.1.2 試験方法
試料に含まれるオーシスト数を顕微鏡下で計数し、製造に用いた SPF 鶏１羽当たりの排泄オー

シスト数を算出する。
3.3.1.3 判定
次の株又はこれらと同等と認められた株の製造に用いた SPF 鶏１羽当たりの排泄オーシスト数

は、以下の範囲内でなければならない。
アイメリア・アセルブリナ HP株 ６× 106～６× 108個
アイメリア・テネラ HP株 ２× 106～２× 108個
アイメリア・マキシマ CP株 ７× 105～７× 107個
アイメリア・マキシマMFP株 ４× 105～４× 107個
アイメリア・ミチス HP株 ３× 106～３× 108個

3.4 胞子形成オーシスト液の試験
3.4.1 胞子形成オーシスト率試験
3.4.1.1 試験材料
検体を試料とする。

3.4.1.2 試験方法
試料に含まれるオーシスト数及び胞子形成オーシスト数を顕微鏡下で計数し、次式により胞子

形成オーシスト率を算出する。
胞子形成オーシスト率（％）＝（胞子形成オーシスト数）／（オーシスト数）× 100



3.4.1.3 判定
検体中に含まれる次の株又はこれらと同等と認められた株の胞子形成オーシスト率は、以下の

値でなければならない。
アイメリア・アセルブリナ HP株 60％以上
アイメリア・テネラ HP株 65％以上
アイメリア・マキシマ CP株 55％以上
アイメリア・マキシマMFP株 50％以上
アイメリア・ミチス HP株 65％以上

3.5 原液の試験
3.5.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.5.2 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。

3.6 小分製品の試験
3.6.1 特性試験
一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調で少量の沈殿を認めるが、振と

うすると固有の色調の液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごと
の性状は、均一でなければならない。

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

い。
3.6.3 無菌試験
一般試験法の無菌試験法により試験するとき、これに適合しなければならない。

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

3.6.5 オーシスト含有量試験
3.6.5.1 試験材料
試験品を水で希釈したものを試料とする。

3.6.5.2 試験方法
試料に含まれる胞子形成オーシスト数を顕微鏡下で計数する。

3.6.5.3 判定
試験品１ mL当たりに含まれる胞子形成オーシスト数の総数は 4.6× 10 個以上、そのうち大き5

さ 30μ m以上の胞子形成オーシスト数は 4.0× 10 個以上でなければならない。4

3.6.6 安全試験
3.6.6.1 試験材料
3.6.6.1.1 接種材料
試験品を接種材料とする。

3.6.6.1.2 試験動物
生ワクチン製造用材料の規格 1.1由来の０～１日齢の鶏を用いる。

3.6.6.2 試験方法
試験動物の 15羽ずつを試験群及び対照群とする。
試験群には接種材料 150 羽分を 75g の実験動物用幼雛用飼料に混合して経口投与し、対照群に

は 75g の実験動物用幼雛用飼料のみを投与する。試験開始翌日からは両群とも不断給餌し、共に
３週間観察する。
試験開始時及び試験終了時に体重を測定し、下式により個体別に増体率を算出した後、群ごと

の平均増体率を算出する。
なお、試験動物は、試験開始の前夜から約半日間断餌した後使用する。

（試験終了時の体重）－（試験開始時の体重）
増体率（％）＝ × 100



（試験開始時の体重）

3.6.6.3 判定
観察期間中、試験群及び対照群に臨床的な異常を認めてはならず、試験群の個体の平均増体率

は、対照群の個体の平均増体率の 80％以上でなければならない。
3.6.7 力価試験
3.6.7.1 試験材料
3.6.7.1.1 接種材料
試験品を水で 1.0mL中に１羽分となるように調整したものを接種材料とする。

3.6.7.1.2 試験動物
生ワクチン製造用材料の規格 1.1由来の 14日齢の鶏を用いる。

3.6.7.1.3 攻撃オーシスト
製造用株と同型株のオーシストを胞子形成させたものを用いる。
オーシストは単独又は混合して、弱毒アイメリア・アセルブリナ HP 株及び弱毒アイメリア・

マキシマMFP株混合、弱毒アイメリア・マキシマ CP株及び弱毒アイメリア・ミチス HP株混合、
並びに弱毒アイメリア・テネラ HP 株単独の３種類の攻撃オーシストを調製する。それぞれの攻
撃オーシストには 1羽当たり次の数の胞子形成オーシストを含む。
アイメリア・アセルブリナ HP株 ２× 10 個/mL3

アイメリア・マキシマMFP株 １× 10 個/mL3

アイメリア・マキシマ CP株 ２× 10 個/mL3

アイメリア・ミチス HP株 ５× 10 個/mL3

アイメリア・テネラ HP株 １× 10 個/mL3

3.6.7.2 試験方法
試験動物の 30羽を試験群、30羽を対照群とする。
試験群には接種材料の１羽分を経口投与する。14 日後に試験群及び対照群の 10 羽ずつに３種

類の攻撃オーシストをそれぞれ経口投与して攻撃する。
弱毒アイメリア・アセルブリナ HP 株及び弱毒アイメリア・マキシマ MFP 株混合では投与後４

～８日、弱毒アイメリア・マキシマ CP 株及び弱毒アイメリア・ミチス HP 株混合では投与後４～
９日、弱毒アイメリア・テネラ HP 株単独では投与後６～９日に排泄される糞便を１日ごとに全
量回収する。糞便に含まれるオーシスト数をオーシストの大きさ（付記２）により分別して計数
し、１羽当たりの排泄オーシスト数を算出する。下式により試験品の投与による排泄オーシスト
数の減少率を算出する。

（対照群の排泄オーシスト数）－（試験群の排泄オーシスト数）
減少率（％）＝ × 100

（対照群の排泄オーシスト数）
3.6.7.3 判定
排泄される総オーシスト数の減少率は、以下の値でなければならない。
アイメリア・アセルブリナ HP株 92.0％以上
アイメリア・マキシマMFP株 90.0％以上
アイメリア・マキシマ CP株 96.5％以上
アイメリア・ミチス HP株 81.2％以上
アイメリア・テネラ HP株 85.8％以上

4 貯法及び有効期間
有効期間は、製造後 11か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間

とする。

付記１ １ w/v％二クロム酸カリウム溶液
二クロム酸カリウム１ g に水を加えて 100mLとしたもの。



付記２ オーシストの大きさ
アイメリア・アセルブリナ HP株：小 ／ アイメリア・マキシマMFP株：大
アイメリア・マキシマ CP株：極大 ／ アイメリア・ミチス HP株：小



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）

改正後 改正前

ワクチン（シードロット製剤）の部 ワクチン（シードロット製剤）の部

ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラ ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラ
インフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピ インフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピ
ラ病（カニコーラ・イクテロヘモラジー）混合ワクチン（シ ラ病混合ワクチン（シード）
ード）

1 （略） 1 （略）
2 製法 2 製法
2.1・2.2 （略） 2.1・2.2 （略）
2.3 原液 2.3 原液
2.3.1～ 2.3.4 （略） 2.3.1～ 2.3.4 （略）
2.3.5 Ｌ・カニコーラ原液 2.3.5 Ｌ・カニコーラ原液
2.3.5.1 （略） 2.3.5.1 （略）
2.3.5.2 不活化 2.3.5.2 不活化
培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、不活化菌液とする。 培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、ろ過濃縮又はこれを遠心して集菌し、
不活化菌液について 3.4の試験を行う。 適当と認められた溶液に浮遊させたものを、原液とする。
不活化菌液をろ過濃縮又は遠心して集菌し、適当と認められた溶液に浮遊させたものを、原液 原液について、3.4.1及び 3.4.3の試験を行う。

とする。
原液について、3.5.1及び 3.5.3の試験を行う。

2.3.6 Ｌ・イクテロヘモラジー原液 2.3.6 Ｌ・イクテロヘモラジー原液
2.3.6.1 （略） 2.3.6.1 （略）
2.3.6.2 不活化 2.3.6.2 不活化
培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、不活化菌液とする。 培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、ろ過濃縮又はこれを遠心して集菌し、
不活化菌液について 3.4の試験を行う。 適当と認められた溶液に浮遊させたものを、原液とする。
不活化菌液をろ過濃縮又はこれを遠心して集菌し、適当と認められた溶液に浮遊させたものを、 原液について、3.4.1及び 3.4.3の試験を行う。

原液とする。
原液について、3.5.1及び 3.5.3の試験を行う。

2.4・2.5 （略） 2.4・2.5 （略）
3 試験法 3 試験法
3.1・3.2 （略） 3.1・3.2 （略）
3.3 培養菌液の試験 3.3 培養菌液の試験
3.3.1 （略） 3.3.1 （略）
3.3.2 総菌数試験 3.3.2 総菌数試験

光電比色計又は菌数計算法によって菌数を計算するとき、それぞれの培養菌液に１ mL 中 10 光電比色計又は菌数計算法によって菌数を計算するとき、それぞれの培養菌液に１ mL 中 105 5

個以上の菌を含まなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その菌数と 個以上の菌を含まなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その菌数と
する。また、原液において抗原量測定試験を実施するものについては、この試験を行わなくても する。
よい。

3.4 不活化菌液の試験 （新設）
3.4.1 不活化試験



原液において不活化試験を実施するものについては、この試験を行わなくてもよい。
3.4.1.1 試験材料
3.4.1.1.1 試料
検体を試料とする。

3.4.1.1.2 培地
EMJH培地（付記３）又は適当と認められた培地を用いる。

3.4.1.2 試験方法
試料１ mLを 100mLの培地に接種し、27 ～ 31 ℃で 14日間培養し、更に 100mLの培地に継代

し、両方の培地を 27～ 31℃で 14日間培養する。
3.4.1.3 判定
いずれの培地でもレプトスピラの発育を認めてはならない。

3.5 原液の試験 3.4 原液の試験
3.5.1 （略） 3.4.1 （略）
3.5.2 ウイルス含有量試験 3.4.2 ウイルス含有量試験
3.5.2.1 ジステンパーウイルス含有量試験 3.4.2.1 ジステンパーウイルス含有量試験
3.5.2.1.1 （略） 3.4.2.1.1 （略）
3.5.2.1.1,1・3.5.2.1.1.2 （略） 3.4.2.1.1,1・3.4.2.1.1.2 （略）
3.5.2.1.2 試験方法 3.4.2.1.2 試験方法
試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37℃で７～ 21日間培養 試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37℃で７～ 21日間培養

し、観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 し、観察する。
3.5.2.1.3 判定 3.4.2.1.3 判定
培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID を算出する。 培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID を算出する。50 50

検体のウイルス含有量は、１ mL 中 10 TCID 以上でなければならない。ただし、農林水産大 検体のウイルス含有量は、１ mL 中 10 TCID 以上でなければならない。ただし、農林水産大4.5 50 4.5 50

臣が特に認めた場合には、その判定方法及びそのウイルス含有量とする。 臣が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。
3.5.2.2 （略） 3.4.2.2 （略）
3.5.2.2.1 （略） 3.4.2.2.1 （略）
3.5.2.2.1.1・3.5.2.2.1.2 （略） 3.4.2.2.1.1・3.4.2.2.1.2 （略）
3.5.2.2.2・3.5.2.2.3 （略） 3.4.2.2.2・3.4.2.2.3 （略）
3.5.2.3 （略） 3.4.2.3 （略）
3.5.2.3.1 （略） 3.4.2.3.1 （略）
3.5.2.3.1.1・3.5.2.3.1.2 （略） 3.4.2.3.1.1・3.4.2.3.1.2 （略）
3.5.2.3.2・3.5.2.3.3 （略） 3.4.2.3.2・3.4.2.3.3 （略）
3.5.2.4 犬パルボウイルス含有量試験 3.4.2.4 犬パルボウイルス含有量試験
3.5.2.4.1 （略） 3.4.2.4.1 （略）
3.5.2.4.1.1・3.5.2.4.1.2（略） 3.4.2.4.1.1・3.4.2.4.1.2（略）
3.5.2.4.2 試験方法 3.4.2.4.2 試験方法
試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で、24 時間静置培養し 試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で、24 時間静置培養し

た後、ウイルス増殖用培養液と交換し、更に 37℃で６日間培養する。培養後、培養液を採取し、 た後、ウイルス増殖用培養液と交換し、更に 37℃で６日間培養する。培養後、培養液を採取し、
これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液（付記４）を加え、更にこの混合液と等量の 0.3 これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液（付記３）を加え、更にこの混合液と等量の 0.3
～ 0.5vol ％豚赤血球浮遊液を加え、２～５℃で静置後、観察する。ただし、農林水産大臣が特に ～ 0.5vol ％豚赤血球浮遊液を加え、２～５℃で静置後、観察する。ただし、農林水産大臣が特に
認めた場合には、その試験方法とする。 認めた場合には、その試験方法とする。

3.5.2.4.3 （略） 3.4.2.4.3 （略）
3.5.3 不活化試験 3.4.3 不活化試験
不活化菌液において不活化試験を実施するものについては、この試験を行わなくてもよい。

3.5.3.1 （略） 3.4.3.1 （略）
3.5.3.1.1・3.5.3.1.2 （略） 3.4.3.1.1・3.4.3.1.2 （略）
3.5.3.2・3.5.3.3 （略） 3.4.3.2・3.4.3.3 （略）
3.5.4 抗原量測定試験 （新設）
3.5.4.1 L・カニコーラ抗原量



3.5.4.1.1 試験材料
3.5.4.1.1.1 試料
検体を試料とする。

3.5.4.1.2 試験方法
酵素抗体反応（以下この項において「ELISA」という。）により、試料中の ELISA 抗原量を求

める。96 穴 ELISA 用プレートを用い、通常、11 列を抗原の最大結合量の測定に、12 列をブラン
クの測定に用いる。

L・カニコーラ固相化プレート（付記５）の A行及び 11列を除く全ての穴に１ w/v％スキムミ
ルク加 0.05％ポリソルベート 20加 PBS（付記６。以下この項において「PBST-SM」という。）を 100
μ L ずつ加える。PBST-SM でそれぞれ至適濃度に希釈した L・カニコーラ参照抗原（付記７）、
試料及び L・カニコーラ内部標準（付記８）を、A行の１から 10列までの２穴ずつに 200μ Lず
つ加えた後、H行まで 100μ Lずつ送り、２倍階段希釈する。また 11列の全ての穴には、PBST-SM
で至適濃度に希釈した最大結合量測定用 L・カニコーラ参照抗原（付記９）を 100μ Lずつ加え、37
℃で 1時間反応させる。0.05％ポリソルベート 20加 PBS（付記 10。以下この項において「PBST」
という。）で洗浄後、PBST-SMで希釈した L・カニコーラ検出用抗体（付記 11）を各穴に 100μ L
ずつ加え、37℃で 1時間反応させ、PBSTで洗浄する。基質液（付記 12）を各穴に 100μ Lずつ
加え、遮光して室温で 10 分間反応させ、２ mol/L硫酸溶液を各穴に 50 μ Lずつ加えて反応を停
止させる。各穴の吸光度を波長 450nmで測定し、適当と認められた計算方法により試料中の ELISA
抗原量を求める。

3.5.4.1.3 判定
試料１ mL 中の抗原量は 30,000ELISA 単位以上でなければならない。この場合、内部標準で求

められた抗原量は規定値を示さなければならない。試料の検量線の相関係数は 0.9 以上を示さな
ければならず、試料及び内部標準の検量線の傾きは参照抗原のそれに対して 0.8 ～ 1.25 の範囲に
なければらない。また、試料の各希釈段階における吸光度の変動係数は 20％以下でなければなら
ない。

3.5.4.2 L・イクテロヘモラジー抗原量
3.5.4.1を準用して試験をするとき、試料１ mLの抗原量は 3,000ELISA単位以上でなければなら

ない。ただし、試験には L・イクテロヘモラジー参照抗原（付記 13）、L・イクテロヘモラジー内
部標準（付記 14）、L・イクテロヘモラジー固相化プレート（付記 15）、最大結合量測定用 L・イ
クテロヘモラジー参照抗原（付記 16）及び L・イクテロヘモラジー検出用抗体（付記 17）を用い
る。

3.6 小分製品の試験 3.5 小分製品の試験
3.6.1～ 3.6.6 （略） 3.5.1～ 3.5.6 （略）
3.6.7 ウイルス含有量試験 3.5.7 ウイルス含有量試験
3.6.7.1 ジステンパーウイルス含有量試験 3.5.7.1 ジステンパーウイルス含有量試験
3.6.7.1.1 試験材料 3.5.7.1.1 試験材料
3.6.7.1.1.1 試料 3.5.7.1.1.1 試料
試験品中のジステンパーウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記 18、19 及び 20）を非働化 試験品中のジステンパーウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記４、５及び６）を非働化し

したもので中和したものをウイルス増殖用培養液（付記 21）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈 たもので中和したものをウイルス増殖用培養液（付記７）で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を
液を試料とする。 試料とする。

3.6.7.1.1.2 （略） 3.5.7.1.1.2 （略）
3.6.7.1.2・3.6.7.1.3 （略） 3.5.7.1.2・3.6.7.1.3 （略）
3.6.7.2 犬アデノウイルス（２型）含有量試験 3.5.7.2 犬アデノウイルス（２型）含有量試験
3.6.7.2.1 試験材料 3.5.7.2.1 試験材料
3.6.7.2.1.1 試料 3.5.7.2.1.1 試料
試験品中の犬アデノウイルス（２型）以外のウイルスを各抗血清（付記 19、20 及び 22）を非 試験品中の犬アデノウイルス（２型）以外のウイルスを各抗血清（付記５、６及び８）を非働

働化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試 化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料
料とする。 とする。

3.6.7.2.1.2 （略） 3.5.7.2.1.2 （略）



3.6.7.2.2・3.6.7.2.3 （略） 3.5.7.2.2・3.6.7.2.3 （略）
3.6.7.3 犬パラインフルエンザウイルス含有量試験 3.5.7.3 犬パラインフルエンザウイルス含有量試験
3.6.7.3.1 試験材料 3.5.7.3.1 試験材料
3.6.7.3.1.1 試料 3.5.7.3.1.1 試料
試験品中の犬パラインフルエンザウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記 18、20 及び 22） 試験品中の犬パラインフルエンザウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記４、６及び８）を

を非働化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を 非働化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試
試料とする。 料とする。

3.6.7.3.1.2 （略） 3.5.7.3.1.2 （略）
3.6.7.3.2・3.6.7.3.3 （略） 3.5.7.3.2・3.5.7.3.3 （略）
3.6.7.4 犬パルボウイルス含有量試験 3.5.7.4 犬パルボウイルス含有量試験
3.6.7.4.1 試験材料 3.5.7.4.1 試験材料
3.6.7.4.1.1 試料 3.5.7.4.1.1 試料
試験品中の犬パルボウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記 18、19 及び 22）を非働化した 試験品中の犬パルボウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記４、５及び８）を非働化したも

もので中和したもの又は液状混合ワクチンをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階 ので中和したもの又は液状混合ワクチンをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の
の希釈液を試料とする。 希釈液を試料とする。

3.6.7.4.1.2 培養細胞 3.5.7.4.1.2 培養細胞
猫腎継代細胞又は適当と認められた細胞を用いる。 猫腎継代細胞を用いる。

3.6.7.4.2 試験方法 3.5.7.4.2 試験方法
試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、32℃又は 37℃で 24時間静置 試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、32℃又は 37℃で 24時間静置

培養した後、ウイルス増殖用培養液で液交換し、更に６日間培養する。培養後、培養液を採取し、 培養した後、ウイルス増殖用培養液で液交換し、更に６日間培養する。培養後、培養液を採取し、
これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液を加え、更にこの混合液と等量の 0.3～ 0.5vol これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液を加え、更にこの混合液と等量の 0.3～ 0.5vol
％豚赤血球を加え、２～５℃で静置した後、観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合 ％豚赤血球を加え、２～５℃で静置した後、観察する。
には、その試験方法とする。

3.6.7.4.3 （略） 3.5.7.4.3 （略）
3.6.8～ 3.6.10 （略） 3.5.8～ 3.5.11 （略）
3.6.11 （略） 3.5.11 （略）
3.6.11.1（略） 3.5.11.1（略）
3.6.11.1.1・3.6.11.1.2（略） 3.5.11.1.1・3.5.11.1.2（略）
3.6.11.2・3.6.11.2（略） 3.5.11.2・3.5.11.2（略）
3.6.12 力価試験 3.5.12 力価試験
3.6.12.1 ジステンパー力価試験 3.5.12.1 ジステンパー力価試験
3.6.12.1.1 試験材料 3.5.12.1.1 試験材料
3.6.12.1.1.1 試験動物 3.5.12.1.1.1 試験動物

3.6.11の試験に用いた動物を用いる。 3.5.11の試験に用いた動物を用いる。
3.6.12.1.1.2・3.6.12.1.1.3 （略） 3.5.12.1.1.2・3.5.12.1.1.3 （略）
3.6.12.1.2 試験方法 3.5.12.1.2 試験方法

3.6.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群 3.5.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群
の血清は、それぞれ等量をプールする。 の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、２ vol ％馬血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で 各プール血清を非働化し、２ vol ％馬血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で

４又は５倍階段希釈し、各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混 ４又は５倍階段希釈し、各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混50 50

合し、２～５℃で一夜又は 35～ 37℃で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ 合し、２～５℃で一夜又は 35～ 37℃で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ
４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37 ℃で７～ 21日間培養し、観察する。ただし、農林 ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37℃で７～ 21日間培養し、観察する。
水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。

3.6.12.1.3 （略） 3.5.12.1.3 （略）
3.6.12.2 犬アデノウイルス（２型）感染症力価試験 3.5.12.2 犬アデノウイルス（２型）感染症力価試験
3.6.12.2.1 試験材料 3.5.12.2.1 試験材料
3.6.12.2.1.1 試験動物 3.5.12.2.1.1 試験動物
3.6.11の試験に用いた動物を用いる。 3.5.11の試験に用いた動物を用いる。
3.6.12.2.1.2・3.6.12.2.1.3 （略） 3.5.12.2.1.2・3.5.12.2.1.3 （略）



3.6.12.2.2 試験方法 3.5.12.2.2 試験方法
3.6.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群 3.5.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群

の血清は、それぞれ等量をプールする。 の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈 各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈

液で２、４又は５倍階段希釈する。各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液 液で２、４又は５倍階段希釈する。各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液50 50

とを等量混合し、35～ 37 ℃で 60～ 90分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ４本 とを等量混合し、35～ 37 ℃で 60～ 90分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ４本
（穴）以上の培養細胞に接種し、35 ～ 37℃で７～ 10日間培養し、観察する。ただし、農林水産 （穴）以上の培養細胞に接種し、35 ～ 37℃で７～ 10日間培養し、観察する。ただし、農林水産
大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。

3.6.12.2.3 （略） 3.5.12.2.3 （略）
3.6.12.3 犬パラインフルエンザ力価試験 3.5.12.3 犬パラインフルエンザ力価試験
3.6.12.3.1 試験材料 3.5.12.3.1 試験材料
3.6.12.3.1.1 試験動物 3.5.12.3.1.1 試験動物
3.6.11の試験に用いた動物を用いる。 3.5.11の試験に用いた動物を用いる。
3.6.12.3.1.2 （略） 3.5.12.3.1.2 （略）
3.6.12.3.1.3 培養細胞 3.5.12.3.1.3 培養細胞
犬腎継代細胞又は適当と認められた細胞を用いる。 犬腎継代細胞を用いる。

3.6.12.3.2 試験方法 3.5.12.3.2 試験方法
3.6.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群 3.5.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群

の血清は、それぞれ等量をプールする。 の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希 各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希

釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混合し、２～５℃で一夜又は適 釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混合し、２～５℃で一夜又は適50 50

当な温度で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に 当な温度で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に
接種し、35 ～ 37 ℃で７～ 10 日間培養する。培養後、培養液を除き、培養液と等量の 0.2vol ％ 接種し、35 ～ 37 ℃で７～ 10 日間培養する。培養後、培養液を除き、培養液と等量の 0.2vol ％
モルモット赤血球浮遊液を加え、２～５℃で 60分間静置し、観察するか、又は培養後、培養液を モルモット赤血球浮遊液を加え、２～５℃で 60分間静置し、観察するか、又は培養後、培養液を
採取し、これに等量の 0.4vol ％モルモット赤血球浮遊液を加え、常温で 90 分間静置し、観察す 採取し、これに等量の 0.4vol ％モルモット赤血球浮遊液を加え、常温で 90 分間静置し、観察す
る。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 る。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。

3.6.12.3.3 判定 3.5.12.3.3 判定
赤血球凝集又は赤血球吸着を阻止したものを陽性とし、中和抗体価を ED で求める。 赤血球凝集又は赤血球吸着を阻止したものを陽性とし、中和抗体価を ED で求める。50 50

試験群の中和抗体価は、２倍以上でなければならない。この場合、対照群では、２倍未満でな 試験群の中和抗体価は、２倍以上でなければならない。この場合、対照群では、２倍未満でな
ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その判定方法及びその抗体価と ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その抗体価とする。
する。

3.6.12.4 犬パルボウイルス感染症力価試験 3.5.12.4 犬パルボウイルス感染症力価試験
3.6.12.4.1 試験材料 3.5.12.4.1 試験材料
3.6.12.4.1.1 （略） 3.5.12.4.1.1 （略）
3.6.12.4.1.2 赤血球凝集抗原 3.5.12.4.1.2 赤血球凝集抗原
犬パルボウイルス赤血球凝集抗原（付記 23）を用いる。 犬パルボウイルス赤血球凝集抗原（付記９）を用いる。

3.6.12.4.2 試験方法 3.5.12.4.2 試験方法
3.6.11の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について赤血球凝集抑制試験を行う。 3.5.11の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について赤血球凝集抑制試験を行う。
各試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。 各試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、25w/v ％カオリン液及び豚赤血球を加えて処理した後、牛血清アル 各プール血清を非働化し、25w/v ％カオリン液及び豚赤血球を加えて処理した後、牛血清アル

ブミン加ホウ酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を混合し、 ブミン加ホウ酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を混合し、
常温で 60分間処理し、VAD6.0 液（付記 24）で調整した 0.3～ 0.5vol％豚赤血球浮遊液を加え２ 常温で 60分間処理し、VAD6.0 液（付記 10）で調整した 0.3～ 0.5vol％豚赤血球浮遊液を加え２
～５℃で一夜処理し、赤血球凝集の有無を観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合に ～５℃で一夜処理し、赤血球凝集の有無を観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合に
は、その試験方法とする。 は、その試験方法とする。

3.6.12.4.3 （略） 3.5.12.4.3 （略）
3.6.12.5 （略） 3.5.12.5 （略）
3.6.12.5.1 （略） 3.5.12.5.1 （略）
3.6.12.5.1.1～ 3.6.12.5.1.3 （略） 3.5.12.5.1.1～ 3.5.12.5.1.3 （略）
3.6.12.5.2・3.6.12.5.3 （略） 3.5.12.5.2・3.5.12.5.3 （略）



4 （略） 4 （略）

付記１ 抗Ｌ・カニコーラ血清 付記１ 抗Ｌ・カニコーラ血清
Ｌ・カニコーラの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、凝集抗体 Ｌ・カニコーラの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、凝集抗体

価 40倍以上のもの。 価 40倍以上のもの

付記２ 抗Ｌ・イクテロヘモラジー血清 付記２ 抗Ｌ・イクテロヘモラジー血清
Ｌ・イクテロヘモラジーの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、 Ｌ・イクテロヘモラジーの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、

凝集抗体価 40倍以上のもの。 凝集抗体価 40倍以上のもの

付記３ EMJH培地 （新設）
1,000mL中
リン酸水素二ナトリウム二水和物 0.94 g
リン酸二水素カリウム 0.27 g
塩化ナトリウム 0.9 g
塩化アンモニウム 0.23 g
塩酸サイアミン 0.0045g
87vol％グリセリン 0.09 g
牛血清アルブミン 10.0 g
ピルビン酸ナトリウム 0.09 g
硫酸亜鉛 0.004 g
塩化カルシウム 0.01 g
塩化マグネシウム 0.01 g
硫酸鉄（Ⅱ）七水和物 0.05 g
硫酸銅（Ⅱ）五水和物 0.0003g
ポリソルベート 80 1.25 g
ビタミン B 0.0002g12

水 残 量
220nm以下のフィルターでろ過滅菌する。

付記４ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液 付記３ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液
1,000mL中 1,000mL中
塩化ナトリウム 10.52 g 塩化ナトリウム 10.52 g
ホウ酸 3.09 g ホウ酸 3.09 g
水酸化ナトリウム 0.96 g 水酸化ナトリウム 0.96 g
水 残 量 水 残 量
牛血清アルブミンを 0.2w/v％となるように加えたのち、pHを 9.0に調整する。 牛血清アルブミンを 0.2w/v ％となるように加えたのち、水酸化ナトリウムで pH を 9.0 に調整

する。

付記５ L・カニコーラ固相化プレート （新設）
L・カニコーラの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体を炭酸緩衝液（付記 25）で至

適濃度に調整したものを 96 穴 ELISA 用マイクロプレートの各穴に 150 μ L ずつ加え、２～８℃
で 16時間固相化し、反応終了後抗体液を捨て、PBST-SMを各穴に 200μ Lずつ加え 37℃で１時
間感作し、PBSTで洗浄したもの。

付記６ １ w/v％スキムミルク加 0.05％ポリソルベート 20加 PBS（PBST-SM） （新設）
スキムミルク 10.0gを PBST（付記 10）1,000mLに溶解したもの。

付記７ L・カニコーラ参照抗原 （新設）



L・カニコーラ培養菌液を不活化し、１ mL中に不活化前生菌数が１× 10 個を含むように調製9

したものを 1,000ELISA 単位を含む標準品として、ELISA 単位を測定したもの。－ 15 ℃以下で保
存する。

付記８ L・カニコーラ内部標準 （新設）
L・カニコーラ参照抗原と同じ製造方法で作製し、PBST-SMで所定の ELISA単位を含むように

希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。

付記９ 最大結合量測定用 L・カニコーラ参照抗原 （新設）
L・カニコーラ参照抗原を PBST-SMで至適濃度に希釈したもの。

付記 10 0.05％ポリソルベート PBS（PBST） （新設）
ポリソルベート 20 0.5mLに PBS 1,000mLを加えたもの。

付記 11 L・カニコーラ検出用抗体 （新設）
L・カニコーラの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体にペルオキシダーゼ標識を行

ったもの。PBST-SMで希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。

付記 12 基質液 （新設）
A液
10w/v％クエン酸溶液 3.2mL
酢酸ナトリウム三水和物 13.1 g
水 100 mL
B液
テトラメチルベンチジン 2.36g
ジメチルスルホキシド 100 mL
使用時に A 液：B 液：水を 1.5：0.2：13.3 の割合で混合する。あるいは適当な品質の市販品を

用いてもよい。

付記 13 L・イクテロヘモラジー参照抗原 （新設）
L・イクテロヘモラジー培養菌液を不活化し、１ mL中に不活化前生菌数が１× 10 個を含むよ9

うに調製したものを 1,000ELISA 単位を含む標準品として、ELISA 単位を測定したもの。－ 15 ℃
以下で保存する。

付記 14 L・イクテロヘモラジ－内部標準 （新設）
L・イクテロヘモラジー参照抗原と同じ製造方法で作製し、PBST-SMで所定の ELISA単位を含

むように希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。

付記 15 L・イクテロヘモラジー固相化プレート （新設）
L・イクテロヘモラジーの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体を炭酸緩衝液で至適

濃度に調整したものを 96穴 ELISAプレートの各穴に 150μ Lずつ加え、２～８℃で 16時間固相
化し、反応終了後抗体液を捨て、PBST-SMを各穴に 200μ Lずつ加え 37℃で１時間感作し、PBST
で洗浄したもの。

付記 16 最大結合量測定用 L・イクテロヘモラジー参照抗原 （新設）
L・イクテロヘモラジー参照抗原を PBST-SMで至適濃度に希釈したもの。

付記 17 L・イクテロヘモラジー検出用抗体 （新設）
L・イクテロヘモラジーの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体にペルオキシダーゼ



標識を行ったもの。PBST-SMで希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。

付記 18 抗犬アデノウイルス（２型）血清 付記４ 抗犬アデノウイルス（２型）血清
犬アデノウイルス（２型）で免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に 犬アデノウイルス（２型）で免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に

中和する力価を有するもの。 中和する力価を有するもの

付記 19 抗犬パラインフルエンザウイルス血清 付記５ 抗犬パラインフルエンザウイルス血清
犬パラインフルエンザウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完 犬パラインフルエンザウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完

全に中和する力価を有するもの。 全に中和する力価を有するもの

付記 20 抗犬パルボウイルス血清 付記６ 抗犬パルボウイルス血清
犬パルボウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に中和する 犬パルボウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に中和する

力価を有するもの。 力価を有するもの

付記 21 ウイルス増殖用培養液 付記７ ウイルス増殖用培養液
1,000mL中 1,000mL中
トリプトース･ホスフェイト･ブロス 2.95 g トリプトース･ホスフェイト･ブロス 2.98 g
牛胎子血清 20～ 30 mL 牛胎子血清 30 mL
イーグル MEM 残 量 イーグル MEM 残 量
pHを 7.0～ 7.4に調整する｡ 必要最少量の抗生物質を加えてもよい｡ 炭酸水素ナトリウムで pHを 7.0～ 7.4に調整する｡ 必要最少量の抗生物質を加えてもよい｡

付記 22 抗ジステンパーウイルス血清 付記８ 抗ジステンパーウイルス血清
ジステンパーウイルスで免疫した兎、モルモット又はフェレットの血清で、試験品のウイルス ジステンパーウイルスで免疫した兎、モルモット又はフェレットの血清で、試験品のウイルス

を完全に中和する力価を有するもの。 を完全に中和する力価を有するもの

付記 23 犬パルボウイルス赤血球凝集抗原 付記９ 犬パルボウイルス赤血球凝集抗原
犬パルボウイルス Y-1 株又は適当と認められた犬パルボウイルス株を猫腎継代細胞で増殖させ 犬パルボウイルス Y-1 株又は適当と認められた犬パルボウイルス株を猫腎継代細胞で増殖させ

て得た培養上清を不活化したもので、赤血球凝集価が 128 倍以上のもの。 て得た培養上清を不活化したもので、赤血球凝集価が 128 倍以上のもの

付記 24 （略） 付記 10 （略）

付記 25 炭酸緩衝液 （新設）
1,000mL中
炭酸ナトリウム 1.59g
炭酸水素ナトリウム 2.93g
精製水 残量
pHを 9.6に調整する。



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）

改正後 改正前

ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部 ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部

鶏伝染性気管支炎生ワクチン 鶏伝染性気管支炎生ワクチン

1 （略） 1 （略）
2 製法 2 製法
2.1・2.2 （略） 2.1・2.2 （略）
2.3 原液 2.3 原液
2.3.1 （略） 2.3.1 （略）
2.3.2 ウイルスの培養 2.3.2 ウイルスの培養
種ウイルスを発育鶏卵で培養して、尿膜腔液を採取し、そのろ液、遠心上清又はこれを濃縮した 種ウイルスを発育鶏卵で培養して、尿膜腔液を採取し、そのろ液、遠心上清又はこれを濃縮した
ものを原液とする。 ものを原液とする。
原液に適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 原液に適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。
尿膜腔液に必要最少量の抗生物質を加え、その遠心上清に安定剤を加えた後、ろ過したものを原 原液について、3.2の試験を行う。
液としてもよい。
原液について、3.2の試験を行う。

2.4 最終バルク 2.4 最終バルク
原液を混合し、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて調製し、最終バルクとする。この場 原液を混合し、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて調製し、最終バルクとする。この場
合、適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 合、適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。
小分製品が錠剤である製剤については、原液を混合して凍結乾燥し、適当と認められた賦形剤及
び滑沢剤を加えて調製し、最終バルクとする。

2.5 小分製品 2.5 小分製品
最終バルクを小分容器に分注して凍結乾燥し、小分製品とする。小分製品が錠剤である製剤につ 最終バルクを小分容器に分注して凍結乾燥し、小分製品とする。
いては、最終バルクを錠剤に成型し、小分製品とする。 小分製品について、3.3の試験を行う。
小分製品について、3.3の試験を行う。

3 試験法 3 試験法
3.1 （略） 3.1 （略）
3.2 原液の試験 3.2 原液の試験
3.2.1 （略） 3.2.1 （略）
3.2.2 ウイルス含有量試験 3.2.2 ウイルス含有量試験
3.2.2.1 試験材料 3.2.2.1 試験材料
3.2.2.1.1 試料 3.2.2.1.1 試料
検体をリン酸緩衝食塩液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。このときリン酸緩 検体をリン酸緩衝食塩液で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。
衝食塩液に必要最小量の抗生物質を添加してもよい。

3.2.2.1.2 発育鶏卵 3.2.2.1.2 発育鶏卵
生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 11日齢のものを用いる。 生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 10日齢のものを用いる。

3.2.2.2 試験方法 3.2.2.2 試験方法
試料 0.1mL ずつをそれぞれ４個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、37 ℃で７日間培養し、観 試料 0.1mL ずつをそれぞれ５個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、37 ℃で７日間培養し、観



察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。 察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。

3.2.2.3 判定 3.2.2.3 判定
鶏胚に死亡又は変性（発育不全、カーリング）を認めたものを感染とみなし、EID50を算出する。 鶏胚に死亡又は変性（発育不全、カーリング）を認めたものを感染とみなし、EID50を算出する。
ただし、24時間以内に死亡したものは除外する。 ただし、24時間以内に死亡したものは除外する。
検体のウイルス含有量は、１ mL 中 106.8EID50 以上でなければならない。ただし、農林水産大臣 検体のウイルス含有量は、１ mL中 106.8EID50以上でなければならない。
が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。

3.3 小分製品の試験 3.3 小分製品の試験
3.3.1 特性試験 3.3.1 特性試験
一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな 一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな
い。小分け製品が錠剤である製剤については、同様に試験するとき、固有の色調を有する錠剤で い。溶解したものは、固有の色調を有する液体又は均質な懸濁液でなければならず、異物又は異
なければならない。溶解したものは、固有の色調を有する液体又は均質な懸濁液でなければなら 臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。
ず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。

3.3.2～ 3.3.6 （略） 3.3.2～ 3.3.6 （略）
3.3.7 迷入ウイルス否定試験 3.3.7 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、2.1.1、2.1.2、2.2.1 及び 2.2.2 を準用して試験すると 一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 1.1、2.1.1、2.1.2、2.2.1 及び 2.2.2 を準用して試験すると
き、適合しなければらない。 き、適合しなければらない。
ただし、中和用血清は、抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清（付記）を非働化したものを用いる。 ただし、中和用血清は、抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清（付記１）を非働化したものを用いる。

3.3.8 ウイルス含有量 3.3.8 ウイルス含有量
3.2.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１羽分当たり 103.5EID50 以上でなけ 3.2.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１羽分当たり 103.5EID50 以上でなけ
ればならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。 ればならない。ただし、特に承認されたものは、そのウイルス含有量とする。

3.3.9 安全試験 3.3.9 安全試験
3.3.9.1 試験材料 3.3.9.1 試験材料
3.3.9.1.1 接種材料 3.3.9.1.1 接種材料
試験品をリン酸緩衡食塩液を用いてウイルスが１接種量当たり 10 羽分含まれるように調整し、 試験品をリン酸緩衡食塩液を用いてウイルスが 0.03mL 当たり 10 羽分含まれるように調整し、
接種材料とする。 接種材料とする。

3.3.9.1.2 （略） 3.3.9.1.2 （略）
3.3.9.2 試験方法 3.3.9.2 試験方法
試験動物 10羽を試験群、５羽を対照群とする。 試験動物 10羽を試験群、５羽を対照群とする。
接種材料１接種量ずつを試験群に点眼接種し、対照群と共に３週間観察する。 接種材料 0.03mLずつを試験群に点眼接種し、対照群とともに３週間観察する。
試験開始時及び試験終了時に体重を測定する。 試験開始時及び試験終了時に体重を測定する。

3.3.9.3 （略） 3.3.9.3 （略）
3.3.10 力価試験 3.3.10 力価試験
3.3.10.1 試験材料 3.3.10.1 試験材料
3.3.10.1.1・3.3.10.1.2 （略） 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 3.3.10.1.3 中和試験用ウイルス
製造用株を用いる。ただし、ウイルス量は、ウイルスを感染させた尿膜腔液を、生ワクチン製造用材料の規格 製造用株を用いる。ただし、ウイルス量は、ウイルスを感染させた尿膜腔液を、生ワクチン製造用材料の規格

1.1の９～ 11日齢の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、ウイルス価を測定するとき、１ mL中 105.0EID50 1.1の９～ 10日齢の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、ウイルス価を測定するとき、１ mL中 105.0EID50

以上でなければならない。 以上でなければならない。
3.3.10.1.4 発育鶏卵 3.3.10.1.4 発育鶏卵
生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 11日齢のものを用いる。 生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 10日齢のものを用いる。

3.3.10.2 試験方法 3.3.10.2 試験方法



試験動物 10 羽を試験群、３羽を対照群とする。試験群に、接種材料１羽分を点眼接種し、対照 試験動物 10 羽を試験群、３羽を対照群とする。試験群に、接種材料１羽分を点眼接種し、対照
群と共に３～４週間観察する。観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 群とともに３～４週間観察する。観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。
試験終了時、試験群及び対照群から得られた血清についてウイルス希釈法により中和試験を行う。 試験終了時、試験群及び対照群から得られた血清についてウイルス希釈法により中和試験を行う。
各試験群の血清は、それぞれ等量をプールし、非働化する。 各試験群の血清は、それぞれ等量をプールし、非働化する。
中和試験用ウイルスを 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を３群に分け、第１群には試験群のプ 中和試験用ウイルスを 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を３群に分け、第１群には試験群のプ
ール血清を、第２群には対照群のプール血清を、第３群にはウイルス対照としてリン酸緩衝食塩 ール血清を、第２群には対照群のプール血清を、第３群にはウイルス対照としてリン酸緩衝食塩
液を、それぞれ等量加えて混合する。これらの混合液を４℃で 18 ～ 24 時間又は 37 ℃で 60 分間 液を、それぞれ等量加えて混合する。これらの混合液を４℃で 18 ～ 24 時間又は 37 ℃で 60 分間
処理した後、各段階の希釈液ごとに５個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に 0.1mL ずつ注射し、37 ℃で 処理した後、各段階の希釈液ごとに５個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に 0.1mL ずつ注射し、37 ℃で
７日間培養し、観察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。 ７日間培養し、観察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。

3.3.10.3 （略） 3.3.10.3 （略）
3.3.11 崩壊試験 （新設）
小分製品が錠剤である製剤について次の試験を行う。

3.3.11.1 試験方法
試験品１錠を 15 ～ 25 ℃の水 200mL の入ったビーカーに入れ、ガスの発生が終了するまでの時
間を測定する。
６錠についてこの操作を繰り返す。

3.3.11.2 判定
ガスの発生が終了すると、水中において溶解又は分散して粒子の塊を認めない場合を崩壊したも
のとする。
全てが５分以内に崩壊しなければならない。

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

付記 抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清 付記 抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清
製造用株で免疫した生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の鶏又は哺乳動物の血清で、試験品中 製造用株で免疫した生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の鶏又は哺乳動物の血清で、試験品中
のウイルスを完全に中和する力価を有するもの。 のウイルスを完全に中和する力価を有するもの



森林法第７条第１項の規定による森林計画区（案） 宮城県

改 正 後 現 行

都道府 森林計画 包 括 区 域 都道府 森林計画 包 括 区 域
県 名 区 名 県 名 区 名

宮城県 宮城北部 石 巻 市 一円 宮城県 宮城北部 石 巻 市 一円
気 仙 沼 市 一円 気 仙 沼 市 一円
登 米 市 一円 登 米 市 一円
栗 原 市 一円 栗 原 市 一円
東 松 島 市 一円 東 松 島 市 一円
大 崎 市 一円 大 崎 市 一円
富 谷 市 一円
黒 川 郡 一円 黒 川 郡 一円
加 美 郡 一円 加 美 郡 一円
遠 田 郡 一円 遠 田 郡 一円
牡 鹿 郡 一円 牡 鹿 郡 一円
本 吉 郡 一円 本 吉 郡 一円

宮城南部 仙 台 市 一円 宮城南部 仙 台 市 一円
塩 竃 市 一円 塩 竃 市 一円
白 石 市 一円 白 石 市 一円
名 取 市 一円 名 取 市 一円
角 田 市 一円 角 田 市 一円
多 賀 城 市 一円 多 賀 城 市 一円
岩 沼 市 一円 岩 沼 市 一円
刈 田 郡 一円 刈 田 郡 一円
柴 田 郡 一円 柴 田 郡 一円
伊 具 郡 一円 伊 具 郡 一円
亘 理 郡 一円 亘 理 郡 一円
宮 城 郡 一円 宮 城 郡 一円

（別紙）



森林法第７条第１項の規定による森林計画区（案） 福岡県

改 正 後 現 行

都道府 森林計画 包 括 区 域 都道府 森林計画 包 括 区 域
県 名 区 名 県 名 区 名

福岡県 福 岡 春 日 市 一円 福岡県 福 岡 春 日 市 一円
大 野 城 市 一円 大 野 城 市 一円
宗 像 市 一円 宗 像 市 一円
太 宰 府 市 一円 太 宰 府 市 一円
古 賀 市 一円 古 賀 市 一円
福 津 市 一円 福 津 市 一円
糸 島 市 一円 糸 島 市 一円
那 珂 川 市 一円 筑 紫 郡 一円
糟 屋 郡 一円 糟 屋 郡 一円

筑 後 ・ 矢 部 川 大 牟 田 市 一円 筑 後 ・ 矢 部 川 大 牟 田 市 一円
久 留 米 市 一円 久 留 米 市 一円
柳 川 市 一円 柳 川 市 一円
八 女 市 一円 八 女 市 一円
筑 後 市 一円 筑 後 市 一円
大 川 市 一円 大 川 市 一円
小 郡 市 一円 小 郡 市 一円
う き は 市 一円 う き は 市 一円
朝 倉 市 一円 朝 倉 市 一円
み や ま 市 一円 み や ま 市 一円
朝 倉 郡 一円 朝 倉 郡 一円
三 井 郡 一円 三 井 郡 一円
三 潴 郡 一円 三 潴 郡 一円
八 女 郡 一円 八 女 郡 一円

（別紙）















































































































































































		平成30年5月1日農林水産省告示第973号

		平成30年5月1日農林水産省告示第974号

		平成30年9月11日農林水産省告示第2036号

		平成30年9月11日農林水産省告示第2046号

		平成30年11月2日農林水産省告示第2465号

		平成30年11月7日農林水産省告示第2488号

		平成30年11月20日農林水産省告示第2562号

		平成30年12月19日農林水産省告示第2743号

		平成30年12月28日農林水産省告示第2814号

		平成30年12月28日農林水産省告示第2815号

		平成30年12月28日農林水産省告示第2816号

		平成30年12月28日農林水産省告示第2822号

		平成31年1月15日農林水産省告示第84号

		平成31年1月31日農林水産省告示第183号

		平成31年1月31日農林水産省告示第190号

		平成31年2月6日農林水産省告示第251号

		平成31年2月8日農林水産省告示第288号

		平成31年2月8日農林水産省告示第289号

		平成31年2月8日農林水産省告示第290号

		平成31年2月14日農林水産省告示第352号

		平成31年2月14日農林水産省告示第353号

		平成31年2月15日農林水産省告示第359号

		平成31年2月21日農林水産省告示第419号

		平成31年2月25日農林水産省告示第436号

		平成31年2月25日農林水産省告示第437号

		平成31年2月25日農林水産省告示第438号

		平成31年2月25日農林水産省告示第439号

		平成31年2月25日農林水産省告示第440号

		平成31年2月25日農林水産省告示第441号

		平成31年2月25日農林水産省告示第442号

		平成31年3月4日農林水産省告示第472号

		平成31年3月25日農林水産省告示第555号

		平成31年3月25日農林水産省告示第556号

		平成31年3月29日農林水産省告示第596号

		平成31年3月29日農林水産省告示第597号

		平成31年3月29日農林水産省告示第598号

		平成31年3月29日農林水産省告示第603号

		平成31年4月1日農林水産省告示第616号

		平成31年4月22日農林水産省告示第748号

		平成31年4月22日農林水産省告示第749号

		平成31年4月22日農林水産省告示第750号

		平成31年4月22日農林水産省告示第751号




１－１

		府省等名 フショウ トウ メイ				農林水産省 ノウリン スイサンショウ

		新旧対照表方式による府省令等の改正状況 タイショウヒョウ トウ ジョウキョウ

		　平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間、官報に掲載された府省令等（法律・政令以外の府省令、規則、訓令及び告示。以下同じ。）について ヘイセイ ネン





		（１） 府省令等の件数及びそのうち新旧対照表方式により改正した府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ オヨ シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ

										府省令 フショウ レイ		規則 キソク		訓令 クンレイ		告示 コクジ		合計 ゴウケイ

		５
月 ガツ		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						6		0		0		6		12

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						6		0		0		5		11

		６
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						5		0		0		4		9

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						5		0		0		4		9

		７
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		13		21

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		13		21

		８
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						6		0		0		9		15

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						6		0		0		9		15

		９
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		7		15

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		5		13

		１０
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		19		27

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		19		27

		１１月 ガツ		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		8		16

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		5		13

		１２
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		23		31

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						8		0		0		18		26

		１
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						6		0		0		7		13

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						6		0		0		4		10

		２
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						4		0		0		35		39

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						4		0		0		20		24

		３
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						26		0		0		28		54

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						26		0		0		20		46

		４
月		府省令等の件数 フショウ レイ トウ ケンスウ						7		0		0		19		26

				うち、新旧方式により改正した府省令等の件数 シンキュウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ ケンスウ						7		0		0		14		21

				※１　件数は、府省令、規則、訓令及び告示別で記載してください。
※２　件数は、月別で記載してください。
※３　共同省令等については、主管府省において計上してください（主管府省がない場合は、各府省でそれぞれ計上してください。）。
※４　新規制定、廃止の府省令等は除外し、一部改正の府省令等のみ計上してください。 オヨ トウ シュカン フショウ シュカン フショウ バアイ カクフ ショウ ケイジョウ



別紙１－１



１－２

		府省等名 フショウ トウ メイ		農林水産省

		（２） 新旧対照表方式により改正しなかった府省令等について、以下の改正しなかった理由に該当するものの件数及び改め文（官報の写し） シンキュウ タイショウヒョウ ケンスウ オヨ アラタ ブン カンポウ ウツ







		① 表・様式・図画の改正を含み、新旧対照表方式では文字が小さくなるなどにより、改正内容が分かりづらくなる。



		件数 ケンスウ		1



		② 新旧対照表方式によると文字数(官報の頁数)が増加し、非効率となる。

		ⅰ）同一の文言の改正を複数行うもの
ⅱ）新旧対照表を作成しておらず、新旧方式では新旧対照表を新たに作成することになるもの
ⅲ）複数の府省令等を束ねて改正するもの
ⅳ）大部分が新規追加や全部削除のもの（新旧対照表方式では、空欄箇所が大部分になるもの）
ⅴ）大量の号ずれ等が生じるもの トウ







				ⅰ		ⅱ		ⅲ		ⅳ		ⅴ

		件数 ケンスウ





		③ その他

		ⅰ）三段表以上の新旧対照表が必要となる可能性があり、改正内容がわかりづらくなるもの
ⅱ）速やかに改正する必要があったもの
ⅲ）改正箇所がわずかなもの
ⅳ）上記以外 サンダン ヒョウ イジョウ シンキュウ タイショウヒョウ ヒツヨウ カノウセイ カイセイ ナイヨウ スミ カイセイ ヒツヨウ カイセイ カショ ジョウキ イガイ





				ⅰ		ⅱ		ⅲ		ⅳ

		件数 ケンスウ				40		6

		※　複数の要素を含む場合は、それぞれに計上してください（例②－ⅰ）1件、②－ⅲ）1件と計上）
 フクスウ ヨウソ レイ ケイジョウ



別紙１－２



１－３

		府省等名 フショウ トウ メイ				農林水産省

		（３） (２)①②③のそれぞれについて、該当する主管の府省令等について、代表事例（各３つ程度）の府省令等の名称、新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由（新旧方式を用いた場合の具体的な支障）を記載するとともに、改め文（官報の写し）及び新旧対照表を添付してください。 カク シンキュウ ホウシキ モチ バアイ グタイ テキ シショウ キサイ テンプ



		 (２)の①に該当する事例 ガイトウ ジレイ

		府省令等の名称 フショウ レイ トウ メイショウ						新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由
（新旧方式を用いた場合の具体的な支障） シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ カイセイ グタイテキ リユウ シンキュウ ホウシキ モチ バアイ グタイテキ シショウ

		平成30年12月19日農林水産省告示第2743号 ツキ ニチ						複数の様式の改正を含み、官報上で新旧対照表方式を用いると、文字が小さくなることなどにより、改正内容が分かりづらくなるため。
※新旧対照表自体も作成していない。 フクスウ カンポウ ジョウ モチ シンキュウ タイショウヒョウ ジタイ サクセイ













































































		※１　記載する府省令等の数に応じて、表の行を追加して記載してください。





		 (２)の②に該当する事例 ガイトウ ジレイ

		分類
（ⅰ～ⅴ） ブンルイ		府省令等の名称 フショウ レイ トウ メイショウ				新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由
（新旧方式を用いた場合の具体的な支障） シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ カイセイ グタイテキ リユウ シンキュウ ホウシキ モチ バアイ グタイテキ シショウ















































































		※　記載する府省令等の数に応じて、表の行を追加して記載してください。





		 (２)の③に該当する事例 ガイトウ ジレイ

		分類
（ⅰ～ⅳ） ブンルイ		府省令等の名称 フショウ レイ トウ メイショウ				新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由
（新旧方式を用いた場合の具体的な支障） シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ カイセイ グタイテキ リユウ シンキュウ ホウシキ モチ バアイ グタイテキ シショウ

		ⅱ		平成30年12月28日農林水産省告示第2815号 ツキ ニチ				改正箇所が大量にあることから、新旧対照表を官報掲載する場合、官報入稿から掲載まで相当な期間を要するため。
※本告示については、本則部分を官報に掲載せず、当省のホームページに掲載した。このことにより官報原稿の量が減り、入稿から公布までの日数も少なくなった。 ホン コクジ ホンソク ブブン カンポウ ケイサイ トウショウ ケイサイ カンポウ ゲンコウ リョウ ヘ ニュウコウ コウフ ニッスウ スク

























		ⅱ		平成31年2月14日農林水産省告示第352号				改正箇所が大量にあることから、新旧対照表を官報掲載する場合、官報入稿から掲載まで相当な期間を要するため。
※本告示については、本則部分を官報に掲載せず、当省のホームページに掲載した。このことにより官報原稿の量が減り、入稿から公布までの日数も少なくなった。

また、医薬品製造業者等にとっても、改正内容に関して医薬品の種類ごとに整理して掲載されていた方が利便性が高いため。 カイセイ ナイヨウ カン

























		ⅲ		平成30年11月7日農林水産省告示第2488号 ヘイセイ ネン ツキ ニチ ノウリン スイサンショウ コクジ ダイ ゴウ				改正箇所がわずかであったため。 カイセイ カショ

























		※１　記載する府省令等の数に応じて、表の行を追加して記載してください。
※２　③「その他」ⅳ)に該当する事例がある場合は、当該事例を代表事例に含めてください。







												






別紙１－３






飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件 新旧対照表


○飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法（昭和54年８月18日農林水産省告示第1182号）


（傍線部分は改正部分）


改 正 後 改 正 前


飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法飲食料品及び油脂の


格付の表示の様式及び表示の方法


（適用の範囲）1 適用範囲


この格付の表示の様式及び表示の方法は，取扱業者，生産行程管理者，流通行程管理者，外国取扱 第１条 この格付の表示の様式及び表示の方法は、別表１、別表２、別表３、別表４、別表５及び別


業者，外国生産行程管理者及び外国流通行程管理者が日本農林規格等に関する法律（昭和 年法律第 表６に掲げる飲食料品及び油脂の格付の表示に適用する。25
号）第 条第 項から第 項まで及び第 条第 項から第 項までの規定に基づき行う の左欄に掲175 10 1 3 30 1 3 表1


げる飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法を規定する。


（表示の様式）2 格付の表示の様式


格付の表示の様式については， の左欄に掲げる飲食料品及び油脂ごとに，同表の右欄のとおり 第２条 表示の様式は、別表１に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式１、別表２に掲げる飲表1
とする。 食料品及び油脂にあっては別記様式２、別表３に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式３、


別表４に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式４、別表５に掲げる飲食料品及び油脂にあっ


ては別記様式５、別表６に掲げる飲食料品及び油脂にあっては別記様式６のとおりとする。表 －飲食料品及び油脂ごとの格付の表示の様式1


A.1 Aベーコン類（ベーコンを除く。），骨付きハム，ラックスハム及びソーセー 附属書


ジ（ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセー


ジ，リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージを除


く。）


マカロニ類A.2
炭酸飲料A.3
トマト加工品（トマトケチャップを除く。）A.4
風味調味料A.5
乾燥スープA.6
ドレッシングA.7
異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖A.8
即席めんA.9
植物性たん白A.10
削りぶしA.11
醸造酢A.12
食用精製加工油脂A.13
豆乳類A.14
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。）A.15







マーガリン類A.16
干しめんA.17
農産物漬物A.18
全糖ぶどう糖A.19
ショートニングA.20
精製ラードA.21
にんじんジュース及びにんじんミックスジュースA.22
水産物缶詰及び水産物瓶詰A.23
果実飲料A.24
農産物缶詰及び農産物瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つA.25 2
割りに限る。），たけのこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限2
る。），もも缶詰及びもも瓶詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶2
詰（ つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰2
を除く。）


パン粉A.26
そしゃく配慮食品A.27


B.1 Bたけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけのこ大2 附属書


型缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及びもも瓶2
詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶詰（ つ割りに限る。）並びに2 2
フルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰


ベーコン，ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。），プレスハム，B.2
ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセージ，


リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージ


しょうゆB.3
ジャム類B.4
ウスターソース類B.5
トマトケチャップB.6
ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキB.7
チルドミートボールB.8
ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。）B.9
煮干魚類B.10
干しそばB.11
コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰B.12


C.1 C熟成ハム類，熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類 附属書


地鶏肉C.2
手延べ干しめんC.3
りんごストレートピュアジュースC.4
生産情報公表牛肉C.5







生産情報公表豚肉C.6
生産情報公表農産物C.7
生産情報公表養殖魚C.8
定温管理流通加工食品C.9
人工種苗生産技術による水産養殖産品C.10


D.1 D有機農産物 附属書


有機加工食品D.2
有機畜産物D.3


（表示の方法）3 格付の表示の方法


表示の方法は，次に掲げるとおりとする。 第３条 表示の方法は、容器若しくは包装の１個ごとに見やすい箇所に、又は送り状に付することと


する。


容器若しくは包装の 個ごとに見やすい箇所に，又は送り状に付さなければならない。 ［新設］a) 1
格付の表示の様式に近接して，格付に係る日本農林規格の内容を示す文字，絵その他の事項を ［新設］b)
表示することができる。この場合において，一般消費者に対し，格付に係る日本農林規格の内容


を誤認させるような事項を表示してはならない。


［削る］ 別表１（第１条、第２条関係）


１ ベーコン類（ベーコンを除く。）、骨付きハム、ラックスハム及びソーセージ（ボロニアソー


セージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、セミドライソ


ーセージ及びドライソーセージを除く。）


２ マカロニ類


３ 炭酸飲料


４ トマト加工品（トマトケチャップを除く。）


５ 風味調味料


６ 乾燥スープ


７ ドレッシング


８ 異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖


９ 即席めん


10 植物性たん白


11 削りぶし


12 醸造酢


13 食用精製加工油脂


14 豆乳類


15 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。）


16 マーガリン類


17 干しめん







18 農産物漬物


19 全糖ぶどう糖


20 ショートニング


21 精製ラード


22 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース


23 水産物缶詰及び水産物瓶詰


24 果実飲料


25 農産物缶詰及び農産物瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、


たけのこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶詰（２つ


割りに限る。）、なし缶詰及びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフ


ルーツみつ豆瓶詰を除く。）


26 パン粉


27 そしゃく配慮食品


［削る］ 別表２（第１条、第２条関係）


１ たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大型缶詰（全形（傷


を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及


びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰


２ ベーコン、ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。）、プレスハム、ボロニアソーセー


ジ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、セミドライソーセ


ージ及びドライソーセージ


３ しょうゆ


４ ジャム類


５ ウスターソース類


６ トマトケチャップ


７ ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキ


８ チルドミートボール


９ ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。）


10 煮干魚類


11 干しそば


12 コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰


［削る］ 別表３（第１条、第２条関係）


１ 熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類


２ 地鶏肉


３ 手延べ干しめん


４ りんごストレートピュアジュース


［削る］ 別表４（第１条、第２条関係）


１ 有機農産物







２ 有機加工食品


３ 有機畜産物


［削る］ 別表５（第１条、第２条関係）


１ 生産情報公表牛肉


２ 生産情報公表豚肉


３ 生産情報公表農産物


４ 生産情報公表養殖魚


［削る］ 別表６（第１条、第２条関係）


定温管理流通加工食品


別記様式１（第２条関係）附属書Ａ


（規定）


Ａ格付の表示の様式


格付の表示の様式については とする。図A.1


 格付の表示を１個ごとに付する場合の円の外径は、次のとおりとする。


区 分 格付の表示を１個ご


とに付する場合の円


の外径図 －格付の表示の様式ＡA.1
マカロニ類、異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖、即席めん（めん重量が 20㎜以上


格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径は， のとおりとする。 50ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合及び生タイプ即席めa) A.11 表


んにあってはめん重量が135ｇ入り未満の容器又は包装に格付の表示を付す


る場合を除く。）、植物性たん白、食用精製加工油脂、全糖ぶどう糖並びに表 －格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径A.1 1
格付の表示を 個ご パン粉1


区分 とに付する場合の円


の外径


マカロニ類，異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖，即席めん（めん重量が 以上 ベーコン類（ベーコンを除く。）、骨付きハム及びラックスハム、ソーセー 15㎜以上20mm
入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合及び生タイプ即席め ジ（ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセー50g


んにあってはめん重量が 入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する ジ、リオナソーセージ、セミドライソーセージ及びドライソーセージを除135g
場合を除く。），植物性たん白，食用精製加工油脂，全糖ぶどう糖並びにパ く。）、醸造酢（500ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合







ン粉 に限る。）、豆乳類（500ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する


ベーコン類（ベーコンを除く。），骨付きハム及びラックスハム，ソーセー 以上 場合に限る。）、マーガリン類（115ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表15mm
ジ（ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセー 示を付する場合を除く。）、干しめん、農産物漬物（300ｇ入り以上の容器


ジ，リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージを除 又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、ショートニング、精製ラー


く。），醸造酢（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合 ド並びに果実飲料（1,800ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する500mL
に限る。），豆乳類（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する 場合に限る。）500mL
場合に限る。），マーガリン類（ 入り以下の容器又は包装に格付の表示 炭酸飲料（びんのふたに格付の表示を付する場合を除く。）、トマト加工品 10㎜以上115g
を付する場合を除く。），干しめん，農産物漬物（ 入り以上の容器又は （トマトケチャップを除く。）、風味調味料、乾燥スープ、ドレッシング、300g
包装に格付の表示を付する場合に限る。），ショートニング，精製ラード並 即席めん（めん重量が50ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場


びに果実飲料（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合 合及び生タイプ即席めんにあってはめん重量が135ｇ入り未満の容器又は包1 800mL
に限る。） 装に格付の表示を付する場合に限る。）、削りぶし、醸造酢（500ml入り未


炭酸飲料（びんのふたに格付の表示を付する場合を除く。），トマト加工品 以上 満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、豆乳類（500ml入10mm
（トマトケチャップを除く。），風味調味料，乾燥スープ，ドレッシング， り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、畜産物缶詰及


即席めん（めん重量が 入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場 び畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。）、マーガリン50g
合及び生タイプ即席めんにあってはめん重量が 入り未満の容器又は包装 類（115ｇ入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、135g
に格付の表示を付する場合に限る。），削りぶし，醸造酢（ 入り未満 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース、水産物缶詰及び水産物瓶500mL
の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），豆乳類（ 入り 詰、果実飲料（1,800ml未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合（瓶500mL
未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），畜産物缶詰及び のふたに格付の表示を付する場合を除く。）に限る。）、農産物缶詰及び農


畜産物瓶詰（コンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰を除く。），マーガリン類 産物瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、


（ 入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），にん たけのこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰115g
じんジュース及びにんじんミックスジュース，水産物缶詰及び水産物瓶詰， 及びもも瓶詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及びなし瓶詰（２つ割りに限


果実飲料（ 未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合（瓶のふ る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰を除く。）並びに1 800mL
たに格付の表示を付する場合を除く。）に限る。），農産物缶詰及び農産物 そしゃく配慮食品（表示可能面積がおおむね150㎝以下の容器又は包装に格2


瓶詰（たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけ 付の表示を付する場合を除く。）2
のこ大型缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及び 農産物漬物（300ｇ入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 ７㎜以上2
もも瓶詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶詰（ つ割りに限る。） る。）2 2
並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰を除く。）並びにそしゃ 炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示を付する場合に限る。）、果実飲料（瓶の ５㎜以上


く配慮食品（表示可能面積がおおむね 以下の容器又は包装に格付の表 ふたに格付の表示を付する場合に限る。）並びにそしゃく配慮食品（表示可150cm2


示を付する場合を除く。） 能面積がおおむね150㎝ 以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限2


農産物漬物（ 入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 以上 る。）300g 7mm
る。）


炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示を付する場合に限る。），果実飲料（瓶の 以上 １5mm
ふたに格付の表示を付する場合に限る。）並びにそしゃく配慮食品（表示可  円の縁の幅は、円の外径の とする。


能面積がおおむね 以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 20150cm2


る。） ３


 ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。


円の縁の幅は，円の外径の としなければならない。 10b) 1/20
JASの文字の高さは，円の外径の としなければならない。  認証機関名は、円に近接した箇所に記載すること。なお、認証機関名は、略称を記載することc) 3/10
認証機関名は，円に近接した箇所に記載すること。なお，認証機関名は，略称を記載することが ができる。d)
できる。  炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示をする場合に限る。）若しくは果実飲料（瓶のふたに格付の







炭酸飲料（瓶のふたに格付の表示をする場合に限る。）若しくは果実飲料（瓶のふたに格付の表 表示をする場合に限る。）又は表示可能面積がおおむね150以下の飲食料品及び油脂にあってe)
示をする場合に限る。）又は表示可能面積がおおむね 以下の飲食料品及び油脂にあって は、認証機関名は、省略することができる。150cm2


は，認証機関名は，省略することができる。


別記様式２（第２条関係）附属書Ｂ


（規定）


Ｂ格付の表示の様式


格付の表示の様式については とする。図B.1


 格付の表示を１個ごとに付する場合の円の外径は、次のとおりとする。


区 分 格付の表示を１個ご


とに付する場合の円図 －格付の表示の様式ＢB.1
の外径


格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径は， のとおりとする。 ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。） ㎜以上a) B.11 20表


ベーコン、ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。）、プレスハム、 ㎜以上15
ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、表 －格付の表示を 個ごとに付する場合の円の外径B.1 1


格付の表示を 個ご リオナソーセージ、セミドライソーセージ及びドライソーセージ、しょうゆ1
区分 とに付する場合の円 （1,800ml入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、


の外径 ハンバーガーパティ、チルドハンバーグステーキ並びに干しそば


ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く。） 以上 たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大 ㎜以上20mm 10
ベーコン，ハム類（骨付きハム及びラックスハムを除く。），プレスハム， 以上 型缶詰（全形（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶15mm
ボロニアソーセージ，フランクフルトソーセージ，ウインナーソーセージ， 詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並び


リオナソーセージ，セミドライソーセージ及びドライソーセージ，しょうゆ にフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰、しょうゆ（201ml入り以上


（ 入り以上の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）， 1,800 入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。）、ジ1 800mL ml
ハンバーガーパティ，チルドハンバーグステーキ並びに干しそば ャム類、ウスターソース類、トマトケチャップ、チルドミートボール、煮干


たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけのこ大型 以上 魚類並びにコンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰2 10mm
缶詰（全形（傷を除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及びもも瓶詰 しょうゆ（200ml入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 ７㎜以上2
（ つ割りに限る。），なし缶詰及びなし瓶詰（ つ割りに限る。）並びにフ る。）2 2


201mL 1 800ルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰，しょうゆ（ 入り以上


入り未満の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限る。），ジャム １mL







類，ウスターソース類，トマトケチャップ，チルドミートボール，煮干魚類  円の縁の幅は、円の外径の とする。


並びにコンビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰 20


しょうゆ（ 入り以下の容器又は包装に格付の表示を付する場合に限 以上 ３200mL 7mm
る。）  ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。
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円の縁の幅は，円の外径の としなければならない。 １b) 1/20
の文字の高さは，円の外径の としなければならない。  等級の文字の高さは、円の外径の とする。c) JAS 3/10


等級の文字の高さは，円の外径の としなければならない。 ５d) 1/5
たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び つ割りに限る。），たけのこ大型缶詰（全形（傷を  たけのこ缶詰及びたけのこ瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大型缶詰（全形（傷e) 2
除く。）及び つ割りに限る。），もも缶詰及びもも瓶詰（ つ割りに限る。），なし缶詰及びな を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰及びもも瓶詰（２つ割りに限る。）、なし缶詰及2 2
し瓶詰（ つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰並びにコンビー びなし瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰並びにコン2
フ缶詰及びコンビーフ瓶詰の等級並びにジャム類及びウスターソース類の等級が標準の場合に ビーフ缶詰及びコンビーフ瓶詰の等級並びにジャム類及びウスターソース類の等級が標準の場合


は，等級の表示を省略することができる。 には、等級の表示を省略することができる。


等級及び認証機関名は，円に近接した箇所に記載しなければならない。なお，認証機関名は，略  等級及び認証機関名は、円に近接した箇所に記載すること。なお、認証機関名は、略称を記載f)
称を記載することができる。 することができる。


表示可能面積がおおむね 以下の飲食料品及び油脂にあっては，認証機関名は，省略するこ  表示可能面積がおおむね150㎝ 以下の飲食料品及び油脂にあっては、認証機関名は、省略するg) 150cm2 2


とができる。 ことができる。


別記様式３（第２条関係）附属書Ｃ


（規定）


Ｃ格付の表示の様式


格付の表示の様式については 又は とする。図 図C.1 C.2







 Ａは、15mm以上とする。


 Ｂは、Ａの４／13とし、Ｃは、Ａの19／13とする。


 認証機関名は、略称を記載することができる。


図 －格付の表示の様式Ｃ（カラー）C.1


図 －格付の表示の様式Ｃ（単色）C.2


A


B


C


D


E


A


F


G


認 証 機 関 名


A


B


C


D


E


A


F
認 証 機 関 名


b


a







B A 8/10 C A 27/100 D A 49/100 E A 65/1 000 F A 35/100 ,a) は の とし， は の とし， は の ， は の とし， は の とし


は の としなければならない。G E 36/100
認証機関名は，略称を記載することができる。b)


にあっては， の部分及び の部分の色は，各々に異なる色としなければならない。c) C.1図 a b


別記様式４（第２条関係）附属書Ｄ


（規定）


Ｄ格付の表示の様式


格付の表示の様式については とする。図D.1


 Ａは、５mm以上とする。


 Ｂは、Ａの２倍とし、Ｄは、Ｃの３／10とする。


 認証機関名の文字の高さは、Ｄと同じとする。


 認証機関名は、略称を記載することができる。


 認証番号は、関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装、容器若しくは送り状に表示され図 －格付の表示の様式ＤD.1
る事項により、有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者


は 以上としなければならない。 若しくは外国小分け業者又は輸入業者を特定することができる場合には、記載しないことができa) A 5mm
は の 倍とし， は の としなければならない。 る。b) B A 2 D C 3/10


認証機関名の文字の高さは， と同じとしなければならない。c) D
認証機関名は，略称を記載することができる。d)
認証番号は，関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装，容器若しくは送り状に表示されるe)
事項により，有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者，小分け業者，外国生産行程管理者若


しくは外国小分け業者又は輸入業者を特定することができる場合には，記載しないことができ


る。


Ｃ


認 証 機 関 名


ＤＡ


Ｂ


認 証 番 号


Ｃ


認 証 機 関 名


ＤＡ


Ｂ


認 証 番 号







［削る］ 別記様式５（第２条関係）


 Ａは、５mm以上とする。


 Ｂは、Ａの５／４とし、Ｃ及びＤは、Ａの３／８とし、Ｅは、Ａの１／８とする。


 認証機関名は、略称を記載することができる。


Ｄ


Ｃ


Ｅ


Ｂ


Ａ


認証機関名







［削る］ 別記様式６（第２条関係）


 Ａは、５mm以上とする。


 Ｂは、Ａの５／４とし、Ｃ及びＤは、Ａの３／８とし、Ｅは、Ａの１／８とする。


 認証機関名は、略称を記載することができる。


Ａ


Ｂ


Ｃ


Ｄ


Ｅ


定温管理流通


認証機関名







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 1568号）（抄）


改正後 改正前


ワクチン（シードロット製剤）の部 ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部


鶏伝染性コリーザ（A・C型）・マイコプラズマ・ガリセプ 鶏伝染性コリーザ（A・C型）・マイコプラズマ・ガリセプ
チカム感染症混合（アジュバント・油性アジュバント加） チカム感染症混合（アジュバント・油性アジュバント加）
不活化ワクチン（シード） 不活化ワクチン（シード）


（略） （略）


鶏コクシジウム感染症（アセルブリナ・テネラ・マキシマ （新設）


２価・ミチス）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アイメリア・アセルブリナ、弱毒アイメリア・テネラ、２種


類の弱毒アイメリア・マキシマ及び弱毒アイメリア・ミチスをそれぞれ同規格に適合した鶏の腸
管内で増殖させて得たオーシストを混合したワクチンである。


2 製法
2.1 製造用株
2.1.1 アイメリア・アセルブリナ株
2.1.1.1 名称
弱毒アイメリア・アセルブリナ HP株又はこれと同等と認められた株


2.1.1.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の十二指腸及び空腸の粘膜上皮細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。


2.1.1.3マスターシードコクシジウム
2.1.1.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した


工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃


以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ


ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.1.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.1.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。


2.1.1.5プロダクションシードコクシジウム
2.1.1.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存







する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。


2.1.2 アイメリア・テネラ株
2.1.2.1 名称
弱毒アイメリア・テネラ HP株又はこれと同等と認められた株


2.1.2.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の盲腸粘膜上皮及び固有層の細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。


2.1.2.3マスターシードコクシジウム
2.1.2.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した


工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃


以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ


ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.2.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.2.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。


2.1.2.5プロダクションシードコクシジウム
2.1.2.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存


する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。


2.1.3 アイメリア・マキシマ株
2.1.3.1 名称
弱毒アイメリア・マキシマ CP株及びMFP株又はこれらと同等と認められた株


2.1.3.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の空腸及び回腸の粘膜上皮細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。


2.1.3.3マスターシードコクシジウム
2.1.3.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した


工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃


以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ


ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.3.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.3.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。


2.1.3.5プロダクションシードコクシジウム







2.1.3.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存


する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。


2.1.4 アイメリア・ミチス株
2.1.4.1 名称
弱毒アイメリア・ミチス HP株又はこれと同等と認められた株


2.1.4.2 性状
主要な増殖部位は、鶏の十二指腸及び空腸の粘膜上皮細胞である。
SPF鶏に経口投与したとき、臨床症状を発現せず、発育に悪影響を与えない。


2.1.4.3マスターシードコクシジウム
2.1.4.3.1作製、保存及び小分製品までの最高継代数
マスターシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代し、連続した


工程により作製し、保存用の容器に分注する。
分注したマスターシードコクシジウムは、特定の製造番号又は製造記号を付し、凍結して－ 100 ℃


以下で保存する。
マスターシードコクシジウムについて、3.1.1の試験を行う。
マスターシードコクシジウムは、ワクチンの製造以外の目的で継代しない。マスターシードコクシ


ジウムから小分製品までの最高継代数は、10代以内でなければならない。
2.1.4.4ワーキングシードコクシジウム
2.1.4.4.1増殖、継代及び保存
ワーキングシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖及び継代する。
ワーキングシードコクシジウムは、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存する。
ワーキングシードコクシジウムについて、3.1.2の試験を行う。


2.1.4.5プロダクションシードコクシジウム
2.1.4.5.1増殖及び保存
プロダクションシードコクシジウムは、シードロット規格の４に適合した鶏で増殖する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、２～８℃又は凍結して－ 100℃以下で保存


する。
プロダクションシードコクシジウムを保存する場合は、3.1.3の試験を行う。


2.2 製造用材料
2.2.1 鶏
シードロット規格の４に適合した鶏を用いる。
マスターシードコクシジウム及びワーキングシードコクシジウムを増殖、継代及び保存する場合


の鶏並びにプロダクションシードコクシジウムを増殖及び保存する場合の鶏について、3.2 の試験を行
う。


2.3 原液
2.3.1 オーシストの増殖
2.3.1.1 アイメリア・アセルブリナ株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加


えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液（付記１）に浮遊さ
せ、アイメリア・アセルブリナ株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・アセルブリナ株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。


2.3.1.2 アイメリア・テネラ株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加


えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液に浮遊させ、アイメ







リア・テネラ株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・テネラ株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。


2.3.1.3 アイメリア・マキシマ株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加


えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液に浮遊させ、アイメ
リア・マキシマ各株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・マキシマ各株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。


2.3.1.4 アイメリア・ミチス株
プロダクションシードコクシジウムを鶏に経口投与して一定期間糞便を採取する。糞便に水を加


えて均一化し、ろ過した後、遠心して得た沈渣を飽和食塩液に混合し、遠心して上清を採取する。
これを洗浄してオーシストを収集した後、１ w/v ％二クロム酸カリウム溶液に浮遊させ、アイメ
リア・ミチス株オーシスト浮遊液とする。
アイメリア・ミチス株オーシスト浮遊液について、3.3の試験を行う。


2.3.2 胞子形成
各株のオーシスト浮遊液を、それぞれ 25 ～ 30 ℃で２～３日間通気して胞子を形成させ、各株


の胞子形成オーシスト液とする。
各株の胞子形成オーシスト液について、3.4の試験を行う。


2.3.3 除菌
各株の胞子形成オーシスト液に含まれる胞子形成オーシストを適当と認められた方法により除


菌及び洗浄し、滅菌リン酸緩衝食塩液に再浮遊させたものを、各株の原液とする。
各株の原液について、3.5の試験を行う。


2.4 最終バルク
各株の原液を濃度調整し、混合したものを最終バルクとする。


2.5 小分製品
最終バルクを小分容器に分注し、密栓して小分製品とする。
小分製品について、3.6の試験を行う。


3 試験法
3.1 製造用株の試験
3.1.1 マスターシードコクシジウム
3.1.1.1 同定試験
適当な形態学的性状試験法、PCR 検査法、酵素電気泳動法その他の承認された試験法によって


そのコクシジウム同定のための試験を実施するとき、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をするとき、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をするとき、適合しなければならない。


3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験
3.1.1.4.1 共通ウイルス否定試験
一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 1.3、2.1 及び 2.2 を準用して試験するとき、適合しな


ければならない。
3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験
3.1.1.4.2.1 特定ウイルス否定一般試験
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 1.3 及び 3.1.2 を準用


して試験するとき、適合しなければならない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.2に
規定する試験を実施する製剤については、本試験を実施しなくてもよい。


3.1.1.4.2.2 個別ウイルス否定試験
鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルス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 1.3、3.2.1、3.2.2及び 3.2.10を準用して試験するとき、適合しなければな







らない。ただし、鶏脳脊髄炎ウイルスについて 3.1.1.4.2.1に規定する試験を実施する製剤について
は、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 3.2.10の試験を実施しなくてもよい。


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


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


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


3.1.2 ワーキングシードコクシジウム
3.1.2.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験をするとき、適合しなければならない。


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


3.1.3 プロダクションシードコクシジウム
貯蔵するものについて次の試験を行う。


3.1.3.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験をするとき、適合しなければならない。


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


3.2 鶏の試験
3.2.1 鶏発育性状試験
対照鶏を、ワクチンシードを接種することなく、ワクチンシードの作製時と同じ条件で飼育し、


観察するとき、異常を認めてはならない。
3.3 オーシスト浮遊液の試験
3.3.1 オーシスト含有量試験
3.3.1.1 試験材料
検体を試料とする。


3.3.1.2 試験方法
試料に含まれるオーシスト数を顕微鏡下で計数し、製造に用いた SPF 鶏１羽当たりの排泄オー


シスト数を算出する。
3.3.1.3 判定
次の株又はこれらと同等と認められた株の製造に用いた SPF 鶏１羽当たりの排泄オーシスト数


は、以下の範囲内でなければならない。
アイメリア・アセルブリナ HP株 ６× 106～６× 108個
アイメリア・テネラ HP株 ２× 106～２× 108個
アイメリア・マキシマ CP株 ７× 105～７× 107個
アイメリア・マキシマMFP株 ４× 105～４× 107個
アイメリア・ミチス HP株 ３× 106～３× 108個


3.4 胞子形成オーシスト液の試験
3.4.1 胞子形成オーシスト率試験
3.4.1.1 試験材料
検体を試料とする。


3.4.1.2 試験方法
試料に含まれるオーシスト数及び胞子形成オーシスト数を顕微鏡下で計数し、次式により胞子


形成オーシスト率を算出する。
胞子形成オーシスト率（％）＝（胞子形成オーシスト数）／（オーシスト数）× 100







3.4.1.3 判定
検体中に含まれる次の株又はこれらと同等と認められた株の胞子形成オーシスト率は、以下の


値でなければならない。
アイメリア・アセルブリナ HP株 60％以上
アイメリア・テネラ HP株 65％以上
アイメリア・マキシマ CP株 55％以上
アイメリア・マキシマMFP株 50％以上
アイメリア・ミチス HP株 65％以上


3.5 原液の試験
3.5.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。


3.5.2 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。


3.6 小分製品の試験
3.6.1 特性試験
一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調で少量の沈殿を認めるが、振と


うすると固有の色調の液体でなければならず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごと
の性状は、均一でなければならない。


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


い。
3.6.3 無菌試験
一般試験法の無菌試験法により試験するとき、これに適合しなければならない。


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


3.6.5 オーシスト含有量試験
3.6.5.1 試験材料
試験品を水で希釈したものを試料とする。


3.6.5.2 試験方法
試料に含まれる胞子形成オーシスト数を顕微鏡下で計数する。


3.6.5.3 判定
試験品１ mL当たりに含まれる胞子形成オーシスト数の総数は 4.6× 10 個以上、そのうち大き5


さ 30μ m以上の胞子形成オーシスト数は 4.0× 10 個以上でなければならない。4


3.6.6 安全試験
3.6.6.1 試験材料
3.6.6.1.1 接種材料
試験品を接種材料とする。


3.6.6.1.2 試験動物
生ワクチン製造用材料の規格 1.1由来の０～１日齢の鶏を用いる。


3.6.6.2 試験方法
試験動物の 15羽ずつを試験群及び対照群とする。
試験群には接種材料 150 羽分を 75g の実験動物用幼雛用飼料に混合して経口投与し、対照群に


は 75g の実験動物用幼雛用飼料のみを投与する。試験開始翌日からは両群とも不断給餌し、共に
３週間観察する。
試験開始時及び試験終了時に体重を測定し、下式により個体別に増体率を算出した後、群ごと


の平均増体率を算出する。
なお、試験動物は、試験開始の前夜から約半日間断餌した後使用する。


（試験終了時の体重）－（試験開始時の体重）
増体率（％）＝ × 100







（試験開始時の体重）


3.6.6.3 判定
観察期間中、試験群及び対照群に臨床的な異常を認めてはならず、試験群の個体の平均増体率


は、対照群の個体の平均増体率の 80％以上でなければならない。
3.6.7 力価試験
3.6.7.1 試験材料
3.6.7.1.1 接種材料
試験品を水で 1.0mL中に１羽分となるように調整したものを接種材料とする。


3.6.7.1.2 試験動物
生ワクチン製造用材料の規格 1.1由来の 14日齢の鶏を用いる。


3.6.7.1.3 攻撃オーシスト
製造用株と同型株のオーシストを胞子形成させたものを用いる。
オーシストは単独又は混合して、弱毒アイメリア・アセルブリナ HP 株及び弱毒アイメリア・


マキシマMFP株混合、弱毒アイメリア・マキシマ CP株及び弱毒アイメリア・ミチス HP株混合、
並びに弱毒アイメリア・テネラ HP 株単独の３種類の攻撃オーシストを調製する。それぞれの攻
撃オーシストには 1羽当たり次の数の胞子形成オーシストを含む。
アイメリア・アセルブリナ HP株 ２× 10 個/mL3


アイメリア・マキシマMFP株 １× 10 個/mL3


アイメリア・マキシマ CP株 ２× 10 個/mL3


アイメリア・ミチス HP株 ５× 10 個/mL3


アイメリア・テネラ HP株 １× 10 個/mL3


3.6.7.2 試験方法
試験動物の 30羽を試験群、30羽を対照群とする。
試験群には接種材料の１羽分を経口投与する。14 日後に試験群及び対照群の 10 羽ずつに３種


類の攻撃オーシストをそれぞれ経口投与して攻撃する。
弱毒アイメリア・アセルブリナ HP 株及び弱毒アイメリア・マキシマ MFP 株混合では投与後４


～８日、弱毒アイメリア・マキシマ CP 株及び弱毒アイメリア・ミチス HP 株混合では投与後４～
９日、弱毒アイメリア・テネラ HP 株単独では投与後６～９日に排泄される糞便を１日ごとに全
量回収する。糞便に含まれるオーシスト数をオーシストの大きさ（付記２）により分別して計数
し、１羽当たりの排泄オーシスト数を算出する。下式により試験品の投与による排泄オーシスト
数の減少率を算出する。


（対照群の排泄オーシスト数）－（試験群の排泄オーシスト数）
減少率（％）＝ × 100


（対照群の排泄オーシスト数）
3.6.7.3 判定
排泄される総オーシスト数の減少率は、以下の値でなければならない。
アイメリア・アセルブリナ HP株 92.0％以上
アイメリア・マキシマMFP株 90.0％以上
アイメリア・マキシマ CP株 96.5％以上
アイメリア・ミチス HP株 81.2％以上
アイメリア・テネラ HP株 85.8％以上


4 貯法及び有効期間
有効期間は、製造後 11か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間


とする。


付記１ １ w/v％二クロム酸カリウム溶液
二クロム酸カリウム１ g に水を加えて 100mLとしたもの。







付記２ オーシストの大きさ
アイメリア・アセルブリナ HP株：小 ／ アイメリア・マキシマMFP株：大
アイメリア・マキシマ CP株：極大 ／ アイメリア・ミチス HP株：小







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）


改正後 改正前


ワクチン（シードロット製剤）の部 ワクチン（シードロット製剤）の部


ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラ ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラ
インフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピ インフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピ
ラ病（カニコーラ・イクテロヘモラジー）混合ワクチン（シ ラ病混合ワクチン（シード）
ード）


1 （略） 1 （略）
2 製法 2 製法
2.1・2.2 （略） 2.1・2.2 （略）
2.3 原液 2.3 原液
2.3.1～ 2.3.4 （略） 2.3.1～ 2.3.4 （略）
2.3.5 Ｌ・カニコーラ原液 2.3.5 Ｌ・カニコーラ原液
2.3.5.1 （略） 2.3.5.1 （略）
2.3.5.2 不活化 2.3.5.2 不活化
培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、不活化菌液とする。 培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、ろ過濃縮又はこれを遠心して集菌し、
不活化菌液について 3.4の試験を行う。 適当と認められた溶液に浮遊させたものを、原液とする。
不活化菌液をろ過濃縮又は遠心して集菌し、適当と認められた溶液に浮遊させたものを、原液 原液について、3.4.1及び 3.4.3の試験を行う。


とする。
原液について、3.5.1及び 3.5.3の試験を行う。


2.3.6 Ｌ・イクテロヘモラジー原液 2.3.6 Ｌ・イクテロヘモラジー原液
2.3.6.1 （略） 2.3.6.1 （略）
2.3.6.2 不活化 2.3.6.2 不活化
培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、不活化菌液とする。 培養菌液に適当と認められた不活化剤を加え不活化し、ろ過濃縮又はこれを遠心して集菌し、
不活化菌液について 3.4の試験を行う。 適当と認められた溶液に浮遊させたものを、原液とする。
不活化菌液をろ過濃縮又はこれを遠心して集菌し、適当と認められた溶液に浮遊させたものを、 原液について、3.4.1及び 3.4.3の試験を行う。


原液とする。
原液について、3.5.1及び 3.5.3の試験を行う。


2.4・2.5 （略） 2.4・2.5 （略）
3 試験法 3 試験法
3.1・3.2 （略） 3.1・3.2 （略）
3.3 培養菌液の試験 3.3 培養菌液の試験
3.3.1 （略） 3.3.1 （略）
3.3.2 総菌数試験 3.3.2 総菌数試験


光電比色計又は菌数計算法によって菌数を計算するとき、それぞれの培養菌液に１ mL 中 10 光電比色計又は菌数計算法によって菌数を計算するとき、それぞれの培養菌液に１ mL 中 105 5


個以上の菌を含まなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その菌数と 個以上の菌を含まなければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その菌数と
する。また、原液において抗原量測定試験を実施するものについては、この試験を行わなくても する。
よい。


3.4 不活化菌液の試験 （新設）
3.4.1 不活化試験







原液において不活化試験を実施するものについては、この試験を行わなくてもよい。
3.4.1.1 試験材料
3.4.1.1.1 試料
検体を試料とする。


3.4.1.1.2 培地
EMJH培地（付記３）又は適当と認められた培地を用いる。


3.4.1.2 試験方法
試料１ mLを 100mLの培地に接種し、27 ～ 31 ℃で 14日間培養し、更に 100mLの培地に継代


し、両方の培地を 27～ 31℃で 14日間培養する。
3.4.1.3 判定
いずれの培地でもレプトスピラの発育を認めてはならない。


3.5 原液の試験 3.4 原液の試験
3.5.1 （略） 3.4.1 （略）
3.5.2 ウイルス含有量試験 3.4.2 ウイルス含有量試験
3.5.2.1 ジステンパーウイルス含有量試験 3.4.2.1 ジステンパーウイルス含有量試験
3.5.2.1.1 （略） 3.4.2.1.1 （略）
3.5.2.1.1,1・3.5.2.1.1.2 （略） 3.4.2.1.1,1・3.4.2.1.1.2 （略）
3.5.2.1.2 試験方法 3.4.2.1.2 試験方法
試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37℃で７～ 21日間培養 試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37℃で７～ 21日間培養


し、観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 し、観察する。
3.5.2.1.3 判定 3.4.2.1.3 判定
培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID を算出する。 培養細胞に CPE を認めたものを感染とみなし、TCID を算出する。50 50


検体のウイルス含有量は、１ mL 中 10 TCID 以上でなければならない。ただし、農林水産大 検体のウイルス含有量は、１ mL 中 10 TCID 以上でなければならない。ただし、農林水産大4.5 50 4.5 50


臣が特に認めた場合には、その判定方法及びそのウイルス含有量とする。 臣が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。
3.5.2.2 （略） 3.4.2.2 （略）
3.5.2.2.1 （略） 3.4.2.2.1 （略）
3.5.2.2.1.1・3.5.2.2.1.2 （略） 3.4.2.2.1.1・3.4.2.2.1.2 （略）
3.5.2.2.2・3.5.2.2.3 （略） 3.4.2.2.2・3.4.2.2.3 （略）
3.5.2.3 （略） 3.4.2.3 （略）
3.5.2.3.1 （略） 3.4.2.3.1 （略）
3.5.2.3.1.1・3.5.2.3.1.2 （略） 3.4.2.3.1.1・3.4.2.3.1.2 （略）
3.5.2.3.2・3.5.2.3.3 （略） 3.4.2.3.2・3.4.2.3.3 （略）
3.5.2.4 犬パルボウイルス含有量試験 3.4.2.4 犬パルボウイルス含有量試験
3.5.2.4.1 （略） 3.4.2.4.1 （略）
3.5.2.4.1.1・3.5.2.4.1.2（略） 3.4.2.4.1.1・3.4.2.4.1.2（略）
3.5.2.4.2 試験方法 3.4.2.4.2 試験方法
試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で、24 時間静置培養し 試料 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、37 ℃で、24 時間静置培養し


た後、ウイルス増殖用培養液と交換し、更に 37℃で６日間培養する。培養後、培養液を採取し、 た後、ウイルス増殖用培養液と交換し、更に 37℃で６日間培養する。培養後、培養液を採取し、
これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液（付記４）を加え、更にこの混合液と等量の 0.3 これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液（付記３）を加え、更にこの混合液と等量の 0.3
～ 0.5vol ％豚赤血球浮遊液を加え、２～５℃で静置後、観察する。ただし、農林水産大臣が特に ～ 0.5vol ％豚赤血球浮遊液を加え、２～５℃で静置後、観察する。ただし、農林水産大臣が特に
認めた場合には、その試験方法とする。 認めた場合には、その試験方法とする。


3.5.2.4.3 （略） 3.4.2.4.3 （略）
3.5.3 不活化試験 3.4.3 不活化試験
不活化菌液において不活化試験を実施するものについては、この試験を行わなくてもよい。


3.5.3.1 （略） 3.4.3.1 （略）
3.5.3.1.1・3.5.3.1.2 （略） 3.4.3.1.1・3.4.3.1.2 （略）
3.5.3.2・3.5.3.3 （略） 3.4.3.2・3.4.3.3 （略）
3.5.4 抗原量測定試験 （新設）
3.5.4.1 L・カニコーラ抗原量







3.5.4.1.1 試験材料
3.5.4.1.1.1 試料
検体を試料とする。


3.5.4.1.2 試験方法
酵素抗体反応（以下この項において「ELISA」という。）により、試料中の ELISA 抗原量を求


める。96 穴 ELISA 用プレートを用い、通常、11 列を抗原の最大結合量の測定に、12 列をブラン
クの測定に用いる。


L・カニコーラ固相化プレート（付記５）の A行及び 11列を除く全ての穴に１ w/v％スキムミ
ルク加 0.05％ポリソルベート 20加 PBS（付記６。以下この項において「PBST-SM」という。）を 100
μ L ずつ加える。PBST-SM でそれぞれ至適濃度に希釈した L・カニコーラ参照抗原（付記７）、
試料及び L・カニコーラ内部標準（付記８）を、A行の１から 10列までの２穴ずつに 200μ Lず
つ加えた後、H行まで 100μ Lずつ送り、２倍階段希釈する。また 11列の全ての穴には、PBST-SM
で至適濃度に希釈した最大結合量測定用 L・カニコーラ参照抗原（付記９）を 100μ Lずつ加え、37
℃で 1時間反応させる。0.05％ポリソルベート 20加 PBS（付記 10。以下この項において「PBST」
という。）で洗浄後、PBST-SMで希釈した L・カニコーラ検出用抗体（付記 11）を各穴に 100μ L
ずつ加え、37℃で 1時間反応させ、PBSTで洗浄する。基質液（付記 12）を各穴に 100μ Lずつ
加え、遮光して室温で 10 分間反応させ、２ mol/L硫酸溶液を各穴に 50 μ Lずつ加えて反応を停
止させる。各穴の吸光度を波長 450nmで測定し、適当と認められた計算方法により試料中の ELISA
抗原量を求める。


3.5.4.1.3 判定
試料１ mL 中の抗原量は 30,000ELISA 単位以上でなければならない。この場合、内部標準で求


められた抗原量は規定値を示さなければならない。試料の検量線の相関係数は 0.9 以上を示さな
ければならず、試料及び内部標準の検量線の傾きは参照抗原のそれに対して 0.8 ～ 1.25 の範囲に
なければらない。また、試料の各希釈段階における吸光度の変動係数は 20％以下でなければなら
ない。


3.5.4.2 L・イクテロヘモラジー抗原量
3.5.4.1を準用して試験をするとき、試料１ mLの抗原量は 3,000ELISA単位以上でなければなら


ない。ただし、試験には L・イクテロヘモラジー参照抗原（付記 13）、L・イクテロヘモラジー内
部標準（付記 14）、L・イクテロヘモラジー固相化プレート（付記 15）、最大結合量測定用 L・イ
クテロヘモラジー参照抗原（付記 16）及び L・イクテロヘモラジー検出用抗体（付記 17）を用い
る。


3.6 小分製品の試験 3.5 小分製品の試験
3.6.1～ 3.6.6 （略） 3.5.1～ 3.5.6 （略）
3.6.7 ウイルス含有量試験 3.5.7 ウイルス含有量試験
3.6.7.1 ジステンパーウイルス含有量試験 3.5.7.1 ジステンパーウイルス含有量試験
3.6.7.1.1 試験材料 3.5.7.1.1 試験材料
3.6.7.1.1.1 試料 3.5.7.1.1.1 試料
試験品中のジステンパーウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記 18、19 及び 20）を非働化 試験品中のジステンパーウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記４、５及び６）を非働化し


したもので中和したものをウイルス増殖用培養液（付記 21）で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈 たもので中和したものをウイルス増殖用培養液（付記７）で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を
液を試料とする。 試料とする。


3.6.7.1.1.2 （略） 3.5.7.1.1.2 （略）
3.6.7.1.2・3.6.7.1.3 （略） 3.5.7.1.2・3.6.7.1.3 （略）
3.6.7.2 犬アデノウイルス（２型）含有量試験 3.5.7.2 犬アデノウイルス（２型）含有量試験
3.6.7.2.1 試験材料 3.5.7.2.1 試験材料
3.6.7.2.1.1 試料 3.5.7.2.1.1 試料
試験品中の犬アデノウイルス（２型）以外のウイルスを各抗血清（付記 19、20 及び 22）を非 試験品中の犬アデノウイルス（２型）以外のウイルスを各抗血清（付記５、６及び８）を非働


働化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試 化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料
料とする。 とする。


3.6.7.2.1.2 （略） 3.5.7.2.1.2 （略）







3.6.7.2.2・3.6.7.2.3 （略） 3.5.7.2.2・3.6.7.2.3 （略）
3.6.7.3 犬パラインフルエンザウイルス含有量試験 3.5.7.3 犬パラインフルエンザウイルス含有量試験
3.6.7.3.1 試験材料 3.5.7.3.1 試験材料
3.6.7.3.1.1 試料 3.5.7.3.1.1 試料
試験品中の犬パラインフルエンザウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記 18、20 及び 22） 試験品中の犬パラインフルエンザウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記４、６及び８）を


を非働化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を 非働化したもので中和したものをウイルス増殖用培養液で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試
試料とする。 料とする。


3.6.7.3.1.2 （略） 3.5.7.3.1.2 （略）
3.6.7.3.2・3.6.7.3.3 （略） 3.5.7.3.2・3.5.7.3.3 （略）
3.6.7.4 犬パルボウイルス含有量試験 3.5.7.4 犬パルボウイルス含有量試験
3.6.7.4.1 試験材料 3.5.7.4.1 試験材料
3.6.7.4.1.1 試料 3.5.7.4.1.1 試料
試験品中の犬パルボウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記 18、19 及び 22）を非働化した 試験品中の犬パルボウイルス以外のウイルスを各抗血清（付記４、５及び８）を非働化したも


もので中和したもの又は液状混合ワクチンをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階 ので中和したもの又は液状混合ワクチンをウイルス増殖用培養液で 10 倍階段希釈し、各段階の
の希釈液を試料とする。 希釈液を試料とする。


3.6.7.4.1.2 培養細胞 3.5.7.4.1.2 培養細胞
猫腎継代細胞又は適当と認められた細胞を用いる。 猫腎継代細胞を用いる。


3.6.7.4.2 試験方法 3.5.7.4.2 試験方法
試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、32℃又は 37℃で 24時間静置 試料 0.1mLずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、32℃又は 37℃で 24時間静置


培養した後、ウイルス増殖用培養液で液交換し、更に６日間培養する。培養後、培養液を採取し、 培養した後、ウイルス増殖用培養液で液交換し、更に６日間培養する。培養後、培養液を採取し、
これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液を加え、更にこの混合液と等量の 0.3～ 0.5vol これに等量の牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液を加え、更にこの混合液と等量の 0.3～ 0.5vol
％豚赤血球を加え、２～５℃で静置した後、観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合 ％豚赤血球を加え、２～５℃で静置した後、観察する。
には、その試験方法とする。


3.6.7.4.3 （略） 3.5.7.4.3 （略）
3.6.8～ 3.6.10 （略） 3.5.8～ 3.5.11 （略）
3.6.11 （略） 3.5.11 （略）
3.6.11.1（略） 3.5.11.1（略）
3.6.11.1.1・3.6.11.1.2（略） 3.5.11.1.1・3.5.11.1.2（略）
3.6.11.2・3.6.11.2（略） 3.5.11.2・3.5.11.2（略）
3.6.12 力価試験 3.5.12 力価試験
3.6.12.1 ジステンパー力価試験 3.5.12.1 ジステンパー力価試験
3.6.12.1.1 試験材料 3.5.12.1.1 試験材料
3.6.12.1.1.1 試験動物 3.5.12.1.1.1 試験動物


3.6.11の試験に用いた動物を用いる。 3.5.11の試験に用いた動物を用いる。
3.6.12.1.1.2・3.6.12.1.1.3 （略） 3.5.12.1.1.2・3.5.12.1.1.3 （略）
3.6.12.1.2 試験方法 3.5.12.1.2 試験方法


3.6.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群 3.5.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群
の血清は、それぞれ等量をプールする。 の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、２ vol ％馬血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で 各プール血清を非働化し、２ vol ％馬血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈液で


４又は５倍階段希釈し、各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混 ４又は５倍階段希釈し、各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混50 50


合し、２～５℃で一夜又は 35～ 37℃で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ 合し、２～５℃で一夜又は 35～ 37℃で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ
４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37 ℃で７～ 21日間培養し、観察する。ただし、農林 ４本（穴）以上の培養細胞に接種し、35～ 37℃で７～ 21日間培養し、観察する。
水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。


3.6.12.1.3 （略） 3.5.12.1.3 （略）
3.6.12.2 犬アデノウイルス（２型）感染症力価試験 3.5.12.2 犬アデノウイルス（２型）感染症力価試験
3.6.12.2.1 試験材料 3.5.12.2.1 試験材料
3.6.12.2.1.1 試験動物 3.5.12.2.1.1 試験動物
3.6.11の試験に用いた動物を用いる。 3.5.11の試験に用いた動物を用いる。
3.6.12.2.1.2・3.6.12.2.1.3 （略） 3.5.12.2.1.2・3.5.12.2.1.3 （略）







3.6.12.2.2 試験方法 3.5.12.2.2 試験方法
3.6.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群 3.5.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群


の血清は、それぞれ等量をプールする。 の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈 各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液又は適当と認められた希釈


液で２、４又は５倍階段希釈する。各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液 液で２、４又は５倍階段希釈する。各希釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液50 50


とを等量混合し、35～ 37 ℃で 60～ 90分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ４本 とを等量混合し、35～ 37 ℃で 60～ 90分間処理する。この各混合液 0.1mLずつをそれぞれ４本
（穴）以上の培養細胞に接種し、35 ～ 37℃で７～ 10日間培養し、観察する。ただし、農林水産 （穴）以上の培養細胞に接種し、35 ～ 37℃で７～ 10日間培養し、観察する。ただし、農林水産
大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。


3.6.12.2.3 （略） 3.5.12.2.3 （略）
3.6.12.3 犬パラインフルエンザ力価試験 3.5.12.3 犬パラインフルエンザ力価試験
3.6.12.3.1 試験材料 3.5.12.3.1 試験材料
3.6.12.3.1.1 試験動物 3.5.12.3.1.1 試験動物
3.6.11の試験に用いた動物を用いる。 3.5.11の試験に用いた動物を用いる。
3.6.12.3.1.2 （略） 3.5.12.3.1.2 （略）
3.6.12.3.1.3 培養細胞 3.5.12.3.1.3 培養細胞
犬腎継代細胞又は適当と認められた細胞を用いる。 犬腎継代細胞を用いる。


3.6.12.3.2 試験方法 3.5.12.3.2 試験方法
3.6.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群 3.5.11 の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について中和試験を行う。各試験群


の血清は、それぞれ等量をプールする。 の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希 各プール血清を非働化し、１ vol ％牛胎子血清加リン酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希


釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混合し、２～５℃で一夜又は適 釈血清と 0.1mL 中約 200TCID の中和試験用ウイルス液とを等量混合し、２～５℃で一夜又は適50 50


当な温度で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に 当な温度で 60 分間処理する。この各混合液 0.1mL ずつをそれぞれ４本（穴）以上の培養細胞に
接種し、35 ～ 37 ℃で７～ 10 日間培養する。培養後、培養液を除き、培養液と等量の 0.2vol ％ 接種し、35 ～ 37 ℃で７～ 10 日間培養する。培養後、培養液を除き、培養液と等量の 0.2vol ％
モルモット赤血球浮遊液を加え、２～５℃で 60分間静置し、観察するか、又は培養後、培養液を モルモット赤血球浮遊液を加え、２～５℃で 60分間静置し、観察するか、又は培養後、培養液を
採取し、これに等量の 0.4vol ％モルモット赤血球浮遊液を加え、常温で 90 分間静置し、観察す 採取し、これに等量の 0.4vol ％モルモット赤血球浮遊液を加え、常温で 90 分間静置し、観察す
る。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。 る。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その試験方法とする。


3.6.12.3.3 判定 3.5.12.3.3 判定
赤血球凝集又は赤血球吸着を阻止したものを陽性とし、中和抗体価を ED で求める。 赤血球凝集又は赤血球吸着を阻止したものを陽性とし、中和抗体価を ED で求める。50 50


試験群の中和抗体価は、２倍以上でなければならない。この場合、対照群では、２倍未満でな 試験群の中和抗体価は、２倍以上でなければならない。この場合、対照群では、２倍未満でな
ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その判定方法及びその抗体価と ければならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その抗体価とする。
する。


3.6.12.4 犬パルボウイルス感染症力価試験 3.5.12.4 犬パルボウイルス感染症力価試験
3.6.12.4.1 試験材料 3.5.12.4.1 試験材料
3.6.12.4.1.1 （略） 3.5.12.4.1.1 （略）
3.6.12.4.1.2 赤血球凝集抗原 3.5.12.4.1.2 赤血球凝集抗原
犬パルボウイルス赤血球凝集抗原（付記 23）を用いる。 犬パルボウイルス赤血球凝集抗原（付記９）を用いる。


3.6.12.4.2 試験方法 3.5.12.4.2 試験方法
3.6.11の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について赤血球凝集抑制試験を行う。 3.5.11の試験最終日に試験群及び対照群から得られた血清について赤血球凝集抑制試験を行う。
各試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。 各試験群の血清は、それぞれ等量をプールする。
各プール血清を非働化し、25w/v ％カオリン液及び豚赤血球を加えて処理した後、牛血清アル 各プール血清を非働化し、25w/v ％カオリン液及び豚赤血球を加えて処理した後、牛血清アル


ブミン加ホウ酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を混合し、 ブミン加ホウ酸緩衝食塩液で２倍階段希釈する。各希釈血清に８単位の赤血球凝集抗原を混合し、
常温で 60分間処理し、VAD6.0 液（付記 24）で調整した 0.3～ 0.5vol％豚赤血球浮遊液を加え２ 常温で 60分間処理し、VAD6.0 液（付記 10）で調整した 0.3～ 0.5vol％豚赤血球浮遊液を加え２
～５℃で一夜処理し、赤血球凝集の有無を観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合に ～５℃で一夜処理し、赤血球凝集の有無を観察する。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合に
は、その試験方法とする。 は、その試験方法とする。


3.6.12.4.3 （略） 3.5.12.4.3 （略）
3.6.12.5 （略） 3.5.12.5 （略）
3.6.12.5.1 （略） 3.5.12.5.1 （略）
3.6.12.5.1.1～ 3.6.12.5.1.3 （略） 3.5.12.5.1.1～ 3.5.12.5.1.3 （略）
3.6.12.5.2・3.6.12.5.3 （略） 3.5.12.5.2・3.5.12.5.3 （略）







4 （略） 4 （略）


付記１ 抗Ｌ・カニコーラ血清 付記１ 抗Ｌ・カニコーラ血清
Ｌ・カニコーラの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、凝集抗体 Ｌ・カニコーラの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、凝集抗体


価 40倍以上のもの。 価 40倍以上のもの


付記２ 抗Ｌ・イクテロヘモラジー血清 付記２ 抗Ｌ・イクテロヘモラジー血清
Ｌ・イクテロヘモラジーの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、 Ｌ・イクテロヘモラジーの不活化菌で免疫した兎又は体重 300～ 350gのモルモットの血清で、


凝集抗体価 40倍以上のもの。 凝集抗体価 40倍以上のもの


付記３ EMJH培地 （新設）
1,000mL中
リン酸水素二ナトリウム二水和物 0.94 g
リン酸二水素カリウム 0.27 g
塩化ナトリウム 0.9 g
塩化アンモニウム 0.23 g
塩酸サイアミン 0.0045g
87vol％グリセリン 0.09 g
牛血清アルブミン 10.0 g
ピルビン酸ナトリウム 0.09 g
硫酸亜鉛 0.004 g
塩化カルシウム 0.01 g
塩化マグネシウム 0.01 g
硫酸鉄（Ⅱ）七水和物 0.05 g
硫酸銅（Ⅱ）五水和物 0.0003g
ポリソルベート 80 1.25 g
ビタミン B 0.0002g12


水 残 量
220nm以下のフィルターでろ過滅菌する。


付記４ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液 付記３ 牛血清アルブミン加ホウ酸緩衝食塩液
1,000mL中 1,000mL中
塩化ナトリウム 10.52 g 塩化ナトリウム 10.52 g
ホウ酸 3.09 g ホウ酸 3.09 g
水酸化ナトリウム 0.96 g 水酸化ナトリウム 0.96 g
水 残 量 水 残 量
牛血清アルブミンを 0.2w/v％となるように加えたのち、pHを 9.0に調整する。 牛血清アルブミンを 0.2w/v ％となるように加えたのち、水酸化ナトリウムで pH を 9.0 に調整


する。


付記５ L・カニコーラ固相化プレート （新設）
L・カニコーラの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体を炭酸緩衝液（付記 25）で至


適濃度に調整したものを 96 穴 ELISA 用マイクロプレートの各穴に 150 μ L ずつ加え、２～８℃
で 16時間固相化し、反応終了後抗体液を捨て、PBST-SMを各穴に 200μ Lずつ加え 37℃で１時
間感作し、PBSTで洗浄したもの。


付記６ １ w/v％スキムミルク加 0.05％ポリソルベート 20加 PBS（PBST-SM） （新設）
スキムミルク 10.0gを PBST（付記 10）1,000mLに溶解したもの。


付記７ L・カニコーラ参照抗原 （新設）







L・カニコーラ培養菌液を不活化し、１ mL中に不活化前生菌数が１× 10 個を含むように調製9


したものを 1,000ELISA 単位を含む標準品として、ELISA 単位を測定したもの。－ 15 ℃以下で保
存する。


付記８ L・カニコーラ内部標準 （新設）
L・カニコーラ参照抗原と同じ製造方法で作製し、PBST-SMで所定の ELISA単位を含むように


希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。


付記９ 最大結合量測定用 L・カニコーラ参照抗原 （新設）
L・カニコーラ参照抗原を PBST-SMで至適濃度に希釈したもの。


付記 10 0.05％ポリソルベート PBS（PBST） （新設）
ポリソルベート 20 0.5mLに PBS 1,000mLを加えたもの。


付記 11 L・カニコーラ検出用抗体 （新設）
L・カニコーラの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体にペルオキシダーゼ標識を行


ったもの。PBST-SMで希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。


付記 12 基質液 （新設）
A液
10w/v％クエン酸溶液 3.2mL
酢酸ナトリウム三水和物 13.1 g
水 100 mL
B液
テトラメチルベンチジン 2.36g
ジメチルスルホキシド 100 mL
使用時に A 液：B 液：水を 1.5：0.2：13.3 の割合で混合する。あるいは適当な品質の市販品を


用いてもよい。


付記 13 L・イクテロヘモラジー参照抗原 （新設）
L・イクテロヘモラジー培養菌液を不活化し、１ mL中に不活化前生菌数が１× 10 個を含むよ9


うに調製したものを 1,000ELISA 単位を含む標準品として、ELISA 単位を測定したもの。－ 15 ℃
以下で保存する。


付記 14 L・イクテロヘモラジ－内部標準 （新設）
L・イクテロヘモラジー参照抗原と同じ製造方法で作製し、PBST-SMで所定の ELISA単位を含


むように希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。


付記 15 L・イクテロヘモラジー固相化プレート （新設）
L・イクテロヘモラジーの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体を炭酸緩衝液で至適


濃度に調整したものを 96穴 ELISAプレートの各穴に 150μ Lずつ加え、２～８℃で 16時間固相
化し、反応終了後抗体液を捨て、PBST-SMを各穴に 200μ Lずつ加え 37℃で１時間感作し、PBST
で洗浄したもの。


付記 16 最大結合量測定用 L・イクテロヘモラジー参照抗原 （新設）
L・イクテロヘモラジー参照抗原を PBST-SMで至適濃度に希釈したもの。


付記 17 L・イクテロヘモラジー検出用抗体 （新設）
L・イクテロヘモラジーの防御エピトープを認識するモノクローナル抗体にペルオキシダーゼ







標識を行ったもの。PBST-SMで希釈して使用する。－ 15℃以下で保存する。


付記 18 抗犬アデノウイルス（２型）血清 付記４ 抗犬アデノウイルス（２型）血清
犬アデノウイルス（２型）で免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に 犬アデノウイルス（２型）で免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に


中和する力価を有するもの。 中和する力価を有するもの


付記 19 抗犬パラインフルエンザウイルス血清 付記５ 抗犬パラインフルエンザウイルス血清
犬パラインフルエンザウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完 犬パラインフルエンザウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完


全に中和する力価を有するもの。 全に中和する力価を有するもの


付記 20 抗犬パルボウイルス血清 付記６ 抗犬パルボウイルス血清
犬パルボウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に中和する 犬パルボウイルスで免疫した兎又はモルモットの血清で、試験品のウイルスを完全に中和する


力価を有するもの。 力価を有するもの


付記 21 ウイルス増殖用培養液 付記７ ウイルス増殖用培養液
1,000mL中 1,000mL中
トリプトース･ホスフェイト･ブロス 2.95 g トリプトース･ホスフェイト･ブロス 2.98 g
牛胎子血清 20～ 30 mL 牛胎子血清 30 mL
イーグル MEM 残 量 イーグル MEM 残 量
pHを 7.0～ 7.4に調整する｡ 必要最少量の抗生物質を加えてもよい｡ 炭酸水素ナトリウムで pHを 7.0～ 7.4に調整する｡ 必要最少量の抗生物質を加えてもよい｡


付記 22 抗ジステンパーウイルス血清 付記８ 抗ジステンパーウイルス血清
ジステンパーウイルスで免疫した兎、モルモット又はフェレットの血清で、試験品のウイルス ジステンパーウイルスで免疫した兎、モルモット又はフェレットの血清で、試験品のウイルス


を完全に中和する力価を有するもの。 を完全に中和する力価を有するもの


付記 23 犬パルボウイルス赤血球凝集抗原 付記９ 犬パルボウイルス赤血球凝集抗原
犬パルボウイルス Y-1 株又は適当と認められた犬パルボウイルス株を猫腎継代細胞で増殖させ 犬パルボウイルス Y-1 株又は適当と認められた犬パルボウイルス株を猫腎継代細胞で増殖させ


て得た培養上清を不活化したもので、赤血球凝集価が 128 倍以上のもの。 て得た培養上清を不活化したもので、赤血球凝集価が 128 倍以上のもの


付記 24 （略） 付記 10 （略）


付記 25 炭酸緩衝液 （新設）
1,000mL中
炭酸ナトリウム 1.59g
炭酸水素ナトリウム 2.93g
精製水 残量
pHを 9.6に調整する。







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）


改正後 改正前


ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部 ワクチン（シードロット製剤を除く。）の部


鶏伝染性気管支炎生ワクチン 鶏伝染性気管支炎生ワクチン


1 （略） 1 （略）
2 製法 2 製法
2.1・2.2 （略） 2.1・2.2 （略）
2.3 原液 2.3 原液
2.3.1 （略） 2.3.1 （略）
2.3.2 ウイルスの培養 2.3.2 ウイルスの培養
種ウイルスを発育鶏卵で培養して、尿膜腔液を採取し、そのろ液、遠心上清又はこれを濃縮した 種ウイルスを発育鶏卵で培養して、尿膜腔液を採取し、そのろ液、遠心上清又はこれを濃縮した
ものを原液とする。 ものを原液とする。
原液に適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 原液に適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。
尿膜腔液に必要最少量の抗生物質を加え、その遠心上清に安定剤を加えた後、ろ過したものを原 原液について、3.2の試験を行う。
液としてもよい。
原液について、3.2の試験を行う。


2.4 最終バルク 2.4 最終バルク
原液を混合し、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて調製し、最終バルクとする。この場 原液を混合し、適当と認められた希釈液及び安定剤を加えて調製し、最終バルクとする。この場
合、適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。 合、適当と認められた必要最少量の抗生物質を加えてもよい。
小分製品が錠剤である製剤については、原液を混合して凍結乾燥し、適当と認められた賦形剤及
び滑沢剤を加えて調製し、最終バルクとする。


2.5 小分製品 2.5 小分製品
最終バルクを小分容器に分注して凍結乾燥し、小分製品とする。小分製品が錠剤である製剤につ 最終バルクを小分容器に分注して凍結乾燥し、小分製品とする。
いては、最終バルクを錠剤に成型し、小分製品とする。 小分製品について、3.3の試験を行う。
小分製品について、3.3の試験を行う。


3 試験法 3 試験法
3.1 （略） 3.1 （略）
3.2 原液の試験 3.2 原液の試験
3.2.1 （略） 3.2.1 （略）
3.2.2 ウイルス含有量試験 3.2.2 ウイルス含有量試験
3.2.2.1 試験材料 3.2.2.1 試験材料
3.2.2.1.1 試料 3.2.2.1.1 試料
検体をリン酸緩衝食塩液で 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。このときリン酸緩 検体をリン酸緩衝食塩液で 10倍階段希釈し、各段階の希釈液を試料とする。
衝食塩液に必要最小量の抗生物質を添加してもよい。


3.2.2.1.2 発育鶏卵 3.2.2.1.2 発育鶏卵
生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 11日齢のものを用いる。 生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 10日齢のものを用いる。


3.2.2.2 試験方法 3.2.2.2 試験方法
試料 0.1mL ずつをそれぞれ４個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、37 ℃で７日間培養し、観 試料 0.1mL ずつをそれぞれ５個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、37 ℃で７日間培養し、観







察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。 察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。


3.2.2.3 判定 3.2.2.3 判定
鶏胚に死亡又は変性（発育不全、カーリング）を認めたものを感染とみなし、EID50を算出する。 鶏胚に死亡又は変性（発育不全、カーリング）を認めたものを感染とみなし、EID50を算出する。
ただし、24時間以内に死亡したものは除外する。 ただし、24時間以内に死亡したものは除外する。
検体のウイルス含有量は、１ mL 中 106.8EID50 以上でなければならない。ただし、農林水産大臣 検体のウイルス含有量は、１ mL中 106.8EID50以上でなければならない。
が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。


3.3 小分製品の試験 3.3 小分製品の試験
3.3.1 特性試験 3.3.1 特性試験
一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな 一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する乾燥物でなければならな
い。小分け製品が錠剤である製剤については、同様に試験するとき、固有の色調を有する錠剤で い。溶解したものは、固有の色調を有する液体又は均質な懸濁液でなければならず、異物又は異
なければならない。溶解したものは、固有の色調を有する液体又は均質な懸濁液でなければなら 臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。
ず、異物及び異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。


3.3.2～ 3.3.6 （略） 3.3.2～ 3.3.6 （略）
3.3.7 迷入ウイルス否定試験 3.3.7 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、2.1.1、2.1.2、2.2.1 及び 2.2.2 を準用して試験すると 一般試験法の迷入ウイルス否定試験法 1.1、2.1.1、2.1.2、2.2.1 及び 2.2.2 を準用して試験すると
き、適合しなければらない。 き、適合しなければらない。
ただし、中和用血清は、抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清（付記）を非働化したものを用いる。 ただし、中和用血清は、抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清（付記１）を非働化したものを用いる。


3.3.8 ウイルス含有量 3.3.8 ウイルス含有量
3.2.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１羽分当たり 103.5EID50 以上でなけ 3.2.2 を準用して試験するとき、試験品のウイルス含有量は、１羽分当たり 103.5EID50 以上でなけ
ればならない。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、そのウイルス含有量とする。 ればならない。ただし、特に承認されたものは、そのウイルス含有量とする。


3.3.9 安全試験 3.3.9 安全試験
3.3.9.1 試験材料 3.3.9.1 試験材料
3.3.9.1.1 接種材料 3.3.9.1.1 接種材料
試験品をリン酸緩衡食塩液を用いてウイルスが１接種量当たり 10 羽分含まれるように調整し、 試験品をリン酸緩衡食塩液を用いてウイルスが 0.03mL 当たり 10 羽分含まれるように調整し、
接種材料とする。 接種材料とする。


3.3.9.1.2 （略） 3.3.9.1.2 （略）
3.3.9.2 試験方法 3.3.9.2 試験方法
試験動物 10羽を試験群、５羽を対照群とする。 試験動物 10羽を試験群、５羽を対照群とする。
接種材料１接種量ずつを試験群に点眼接種し、対照群と共に３週間観察する。 接種材料 0.03mLずつを試験群に点眼接種し、対照群とともに３週間観察する。
試験開始時及び試験終了時に体重を測定する。 試験開始時及び試験終了時に体重を測定する。


3.3.9.3 （略） 3.3.9.3 （略）
3.3.10 力価試験 3.3.10 力価試験
3.3.10.1 試験材料 3.3.10.1 試験材料
3.3.10.1.1・3.3.10.1.2 （略） 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 3.3.10.1.3 中和試験用ウイルス
製造用株を用いる。ただし、ウイルス量は、ウイルスを感染させた尿膜腔液を、生ワクチン製造用材料の規格 製造用株を用いる。ただし、ウイルス量は、ウイルスを感染させた尿膜腔液を、生ワクチン製造用材料の規格


1.1の９～ 11日齢の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、ウイルス価を測定するとき、１ mL中 105.0EID50 1.1の９～ 10日齢の発育鶏卵の尿膜腔内に注射し、ウイルス価を測定するとき、１ mL中 105.0EID50


以上でなければならない。 以上でなければならない。
3.3.10.1.4 発育鶏卵 3.3.10.1.4 発育鶏卵
生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 11日齢のものを用いる。 生ワクチン製造用材料の規格 1.1の９～ 10日齢のものを用いる。


3.3.10.2 試験方法 3.3.10.2 試験方法







試験動物 10 羽を試験群、３羽を対照群とする。試験群に、接種材料１羽分を点眼接種し、対照 試験動物 10 羽を試験群、３羽を対照群とする。試験群に、接種材料１羽分を点眼接種し、対照
群と共に３～４週間観察する。観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。 群とともに３～４週間観察する。観察期間中、試験群及び対照群に異常を認めてはならない。
試験終了時、試験群及び対照群から得られた血清についてウイルス希釈法により中和試験を行う。 試験終了時、試験群及び対照群から得られた血清についてウイルス希釈法により中和試験を行う。
各試験群の血清は、それぞれ等量をプールし、非働化する。 各試験群の血清は、それぞれ等量をプールし、非働化する。
中和試験用ウイルスを 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を３群に分け、第１群には試験群のプ 中和試験用ウイルスを 10 倍階段希釈し、各段階の希釈液を３群に分け、第１群には試験群のプ
ール血清を、第２群には対照群のプール血清を、第３群にはウイルス対照としてリン酸緩衝食塩 ール血清を、第２群には対照群のプール血清を、第３群にはウイルス対照としてリン酸緩衝食塩
液を、それぞれ等量加えて混合する。これらの混合液を４℃で 18 ～ 24 時間又は 37 ℃で 60 分間 液を、それぞれ等量加えて混合する。これらの混合液を４℃で 18 ～ 24 時間又は 37 ℃で 60 分間
処理した後、各段階の希釈液ごとに５個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に 0.1mL ずつ注射し、37 ℃で 処理した後、各段階の希釈液ごとに５個以上の発育鶏卵の尿膜腔内に 0.1mL ずつ注射し、37 ℃で
７日間培養し、観察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。 ７日間培養し、観察する。試験最終日に鶏胚の変化を観察する。


3.3.10.3 （略） 3.3.10.3 （略）
3.3.11 崩壊試験 （新設）
小分製品が錠剤である製剤について次の試験を行う。


3.3.11.1 試験方法
試験品１錠を 15 ～ 25 ℃の水 200mL の入ったビーカーに入れ、ガスの発生が終了するまでの時
間を測定する。
６錠についてこの操作を繰り返す。


3.3.11.2 判定
ガスの発生が終了すると、水中において溶解又は分散して粒子の塊を認めない場合を崩壊したも
のとする。
全てが５分以内に崩壊しなければならない。


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


付記 抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清 付記 抗鶏伝染性気管支炎ウイルス血清
製造用株で免疫した生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の鶏又は哺乳動物の血清で、試験品中 製造用株で免疫した生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の鶏又は哺乳動物の血清で、試験品中
のウイルスを完全に中和する力価を有するもの。 のウイルスを完全に中和する力価を有するもの







森林法第７条第１項の規定による森林計画区（案） 宮城県


改 正 後 現 行


都道府 森林計画 包 括 区 域 都道府 森林計画 包 括 区 域
県 名 区 名 県 名 区 名


宮城県 宮城北部 石 巻 市 一円 宮城県 宮城北部 石 巻 市 一円
気 仙 沼 市 一円 気 仙 沼 市 一円
登 米 市 一円 登 米 市 一円
栗 原 市 一円 栗 原 市 一円
東 松 島 市 一円 東 松 島 市 一円
大 崎 市 一円 大 崎 市 一円
富 谷 市 一円
黒 川 郡 一円 黒 川 郡 一円
加 美 郡 一円 加 美 郡 一円
遠 田 郡 一円 遠 田 郡 一円
牡 鹿 郡 一円 牡 鹿 郡 一円
本 吉 郡 一円 本 吉 郡 一円


宮城南部 仙 台 市 一円 宮城南部 仙 台 市 一円
塩 竃 市 一円 塩 竃 市 一円
白 石 市 一円 白 石 市 一円
名 取 市 一円 名 取 市 一円
角 田 市 一円 角 田 市 一円
多 賀 城 市 一円 多 賀 城 市 一円
岩 沼 市 一円 岩 沼 市 一円
刈 田 郡 一円 刈 田 郡 一円
柴 田 郡 一円 柴 田 郡 一円
伊 具 郡 一円 伊 具 郡 一円
亘 理 郡 一円 亘 理 郡 一円
宮 城 郡 一円 宮 城 郡 一円


（別紙）







森林法第７条第１項の規定による森林計画区（案） 福岡県


改 正 後 現 行


都道府 森林計画 包 括 区 域 都道府 森林計画 包 括 区 域
県 名 区 名 県 名 区 名


福岡県 福 岡 春 日 市 一円 福岡県 福 岡 春 日 市 一円
大 野 城 市 一円 大 野 城 市 一円
宗 像 市 一円 宗 像 市 一円
太 宰 府 市 一円 太 宰 府 市 一円
古 賀 市 一円 古 賀 市 一円
福 津 市 一円 福 津 市 一円
糸 島 市 一円 糸 島 市 一円
那 珂 川 市 一円 筑 紫 郡 一円
糟 屋 郡 一円 糟 屋 郡 一円


筑 後 ・ 矢 部 川 大 牟 田 市 一円 筑 後 ・ 矢 部 川 大 牟 田 市 一円
久 留 米 市 一円 久 留 米 市 一円
柳 川 市 一円 柳 川 市 一円
八 女 市 一円 八 女 市 一円
筑 後 市 一円 筑 後 市 一円
大 川 市 一円 大 川 市 一円
小 郡 市 一円 小 郡 市 一円
う き は 市 一円 う き は 市 一円
朝 倉 市 一円 朝 倉 市 一円
み や ま 市 一円 み や ま 市 一円
朝 倉 郡 一円 朝 倉 郡 一円
三 井 郡 一円 三 井 郡 一円
三 潴 郡 一円 三 潴 郡 一円
八 女 郡 一円 八 女 郡 一円


（別紙）





		平成30年12月28日農林水産省告示第2815号

		平成31年2月14日農林水産省告示第352号

		（改正１）（新旧）鶏コクシジウム181113_SSLV14750

		（改正２）（新旧）ジステンパーレプト181011_SSLV18800（レプト）（修正）

		（改正３）（新旧）鶏伝染性気管支炎生ワクチン180821_SV10700（修正）



		平成30年11月7日農林水産省告示第2488号









