
 

 

 

 

１．参加施設数 

 48 施設（申込み施設数は 49 施設であったが

1 施設未回答のため除外した。） 

（2019 年度：47 施設） 

２．試料 

〔検体 1〕 

試料 15： O 型 RhD 陰性ヒト赤血球 

（約 60％MAP 浮遊液） 

試料 16： 不規則抗体陰性 

O 型ヒト血漿 

〔検体 2〕 

試料 17： O 型 RhD 陽性(Fy(a+b-)) 

ヒト赤血球 

（約 60％MAP 浮遊液） 

試料 18： 抗 Fyb保有 

O 型 RhD 陽性ヒト血漿 

 

３．実施内容 

今年度より新たに参加区分を設け、実施検査

を自施設で選択する方式とした。 

配布試料 2 検体について、参加区分【輸血 A】

は血液型検査、不規則抗体スクリーニング、抗

体同定を実施、【輸血 B】は血液型検査、不規則

抗体スクリーニングを実施、【輸血 C】は血液型

検査のみ実施とした。検査結果に対し精査が必

要と判断した場合には可能な限り追加検査を実

施することとした。また、追加検査が実施でき

ない場合には必要な検査を記載することとした。 

昨年度より導入した抗体同定（記述）は、【輸

血 A】および【輸血 B】を選択した施設を評価

対象とした。出題内容は抗体同定の凝集結果が

記入された抗原組成表を基に、「可能性の高い抗

体」および「否定できない抗体」を回答させた。

また、各設問（追加パネル赤血球の必要性、他

の検査方法の必要性、臨床的意義の有無）に対

し回答させ、追加パネル赤血球を必要とした場

合は、追加するパネル赤血球の表現型を記載さ

せた。総合判定は、追加した検査結果が全て陰

性であった場合とし、必要であれば適合血の選

択および日本人における適合率を算出させ、臨

床に対してコメントの必要性がある場合には自

施設の運用に基づいた報告内容を記載させた。 

 

【患者情報】 

〔抗体同定（記述）〕 

患者情報： 49 歳、女性、子宮筋腫、輸血歴あ

り、妊娠歴あり。2 週間後に子宮全摘手術予定。

血液型、不規則性抗体スクリーニングが依頼さ

れ、手術時の赤血球液（RBC）は T&S でオー

ダーされた。血液型検査では特に異常反応を認

めず、スクリーニング検査は陽性であった。 

 

４．評価方法 

【輸血 A】の検体 1 および 2 は各 15 点満点、

【輸血B】の検体 1および 2は各 10点満点、【輸

血 C】の検体 1 および 2 は各 5 点満点、抗体同

定（記述）は 10 点満点とし、昨年度より提示

した評価基準より、減点方式で評価した。 

 

５．結果・考察 

百分率は回答率、括弧内は施設数を示す 

〔検体 1〕 

検体 1 は日本赤十字社にて O 型 RhD 陰性、

不規則抗体陰性と判定された検体である。 

〈ABO 血液型〉 

「O 型」：100％(48/48) 

〈RhD 血液型〉 

「陰性」：95.8％(46/48) 

「判定保留」：4.2％(2/48) 

〈不規則抗体スクリーニング〉 

「陰性」：100％(48/48) 

 

全施設で ABO 血液型は「O 型」、不規則抗体

は「陰性」と判定された。RhD 血液型は 2 施設

が、抗グロブリン試薬、IgG 感作赤血球を保有

していないため「判定保留」であった。 

輸 血 検 査 



今回、D 陰性確認試験において IgG 感作赤血

球との反応性を「未記入」または「未実施」の

状況で、RhD 血液型判定を「陰性」とした施設

はなかった。 

 

〔検体 2〕 

 検体 2 は日本赤十字社にて O 型 RhD 陽性、

不規則抗体の抗 Fyb保有と判定された検体であ

る。 

〈ABO 血液型〉 

「O 型」：100％(48/48) 

〈RhD 血液型〉 

「陽性」：100％(48/48) 

〈不規則抗体スクリーニング〉 

「陽性」：100％(48/48) 

〈抗体同定検査〉 

「抗 Fyb」：84.4％(27/32) 

「抗 Fyb,抗 S」：3.1％(1/32)  

「抗 Fyb,抗 Lea」：3.1％(1/32)  

「抗 Fyb,抗 Dia」：6.3％(2/32)  

「抗 Fyb,抗 E,抗 Dia」：3.1％(1/32)  

〈選択する赤血球液〉 

「Fyb抗原」：81.3％(26/32) 

「Fyb抗原,S 抗原」：3.1％(1/32)  

「Fyb抗原,Lea抗原」：3.1％(1/32) 

「Fyb抗原,Dia抗原」：6.3％(2/32) 

「Fyb抗原,E 抗原,Dia抗原」：6.3％(2/32) 

 

全施設で「O 型 RhD 陽性」、不規則抗体「陽

性」と判定された。抗体同定検査は、【輸血 A】

を選択した全施設で「抗 Fyb」を検出したが、5

施設で「抗 Fyb」以外の抗体も挙げている。 

選択する赤血球液は全施設で「Fyb 抗原陰性

血液」を選択しているが、6 施設で「Fyb 抗原

陰性血液」以外の赤血球液も挙げている。 

これらの施設のうち 4 施設は「抗 Fyb」以外

を否定するための追加パネル赤血球を持ち合わ

せておらず否定が出来なかった施設であった。 

残り 2 施設はそれぞれ検査手技の問題と消

去法の間違いで「抗 Fyb」以外を否定できなか

った施設であり、この 2 施設については減点と

した。 

 

〔抗体同定（記述）〕 

 抗体同定（記述）は既に抗体同定の凝集結果

が記入された抗原組成表から各設問に回答する

記述問題である。 

〈可能性の高い抗体〉 

「抗 Fyb」：6.4％(3/47) 

「抗 Fyb,抗 M」：83.0％(39/47)  

「抗 Fyb,抗 M,抗 E」：10.6％(5/47)  

〈否定できない抗体〉 

「抗 E」：4.3％(2/47) 

「抗 E,抗 Jkb」：76.1％(35/47)  

「抗 Jkb」：6.4％(3/47)  

「抗 Jkb,抗 K」：4.3％(2/47)  

「抗 E,抗 Jkb,抗 M」：8.5％(4/47)  

「抗 E,抗 Dia」：2.2％(1/47)  

〈追加パネル赤血球の必要性〉 

「有り」：97.9％(46/47) 

「無し」：2.1％(1/47)  

〈他の検査方法〉 

「患者赤血球の抗原検査」55.3％(26/47) 

「反応増強剤無添加-IAT」85.1％(40/47)  

「吸着解離試験」：31.9％(15/47)  

「酵素法」：42.6％(20/47)  

「無し」：2.1％(1/47)  

〈選択する赤血球液〉 

「Fyb抗原」：87.2％(41/47) 

「Fyb抗原,M 抗原」：6.4％(3/47)  

「Fyb抗原,E 抗原」：4.3％(2/47) 

「Fyb抗原,E 抗原,Jkb抗原」：2.1％(1/47) 

 

「‘可能性の高い抗体’とは、陽性反応を呈し

た赤血球において、ⅰ)反応パターンが、抗原表

のいずれか１つの特異性と完全に一致する抗体

（単一抗体）ⅱ)異なる検査法で得られた反応パ

ターンが、抗原表の特異性とそれぞれ完全に一

致する抗体（複数抗体）とする。」2)とある。 

PEG-IAT は「抗 Fyb」の反応パターンと完全に



一致し、生理食塩液法は「抗 M」の反応パター

ンと完全に一致する。「抗 M」を可能性の高い

抗体に挙げていない 3 施設は抗体の推定ができ

ていないとし減点した。また 5 施設「抗 E」を

可能性の高い抗体に挙げているが、どの検査方

法の反応パターンとも一致せず、否定できない

抗体に該当するため減点とした。 

今回、「“否定できない抗体”が挙げられていな

い」を評価基準に新たに設け、「抗 Jkb」を否定

できない抗体に挙げなかった 3 施設を減点とし

た。 

他の検査方法については、患者赤血球の抗原

検査を選択しなかった施設が 21 施設あったが、

抗体特異性の確認には患者赤血球上の該当抗原

検査が必要不可欠である。1)しかしながら、日

常業務において抗血清試薬を揃えている施設は

少なく、抗体面の検査結果から特異性が明らか

で、自己抗体の保有が否定されているのであれ

ば、抗原検査を実施していなくとも適合血を選

択して良いと考えている。よって、輸血検査の

標準化を啓発するにあたり、抗原検査が必要な

検査であることを認識してもらうことは重要と

考えているが、抗血清の購入を強要するもので

はないことをご理解いただきたい。今回は減点

対象としなかったが、理論上必要な検査である

ため、次回以降の精度管理調査では“患者赤血

球の抗原検査”を挙げなかった施設は、より厳

格に評価することも検討している。また、反応

増強剤無添加-IAT を選択しなかった施設が 7

施設あり、7 施設全てが可能性の高い抗体に「抗

M」を回答していた。そのうち 2 施設は選択す

る赤血球液に「M 抗原陰性血液」を選択してい

た。生理食塩液法で検出される「抗 M」はとき

に IAT でも陽性となることがある。1)本症例で

は生理食塩液法で「抗 M」の反応パターンと完

全に一致し、PEG-IAT は「抗 Fyb」の反応パタ

ーンにマスクされ「37℃反応性の抗 M」を否定

で き な い 。 よ っ て 追 加 パ ネ ル 赤 血 球

《M+N-,Fy(b-),E-,Jk(b-)》を用い反応増強剤無

添加-IAT を実施し、臨床的意義の有無を鑑別す

る必要がある。1) 

今回、追加パネル赤血球の必要性に加えて「追

加した赤血球の表現型」の回答を求めた。ここ

では否定できない抗体を否定するための赤血球

と抗 M に対して臨床的意義の有無の鑑別の際

に用いる赤血球を選択する問いであったが、表

記方法の不備を認めた施設が 34 施設あった。

内容は量的効果を考慮していないものや表記方

法が間違っているものである。また抗体名を「抗

○抗体」と記載している施設が 13 施設あった

が、「抗体」を重複させているため「抗○」と記

載するようにお願いしたい。1) 

臨床へのコメントについては、自施設に基づ

いた様々な回答であったが、少なくとも臨床が

必要とする内容を述べなくてはならない。臨床

的に問題となる抗体名とその適合率、患者情報

に合わせたリスクと対応については回答してい

ただきたい。また抗体同定を外部委託する施設

においても検査結果を臨床へ説明する必要があ

るため、日常業務の中でコメントできるスキル

が求められると考える。 

 

〔検査方法と検査試薬〕 

血液型の検査方法は、カラム凝集法が最も多

く 62.5％、次いで試験管法 35.4％、マイクロプ

レート法 2.1％であった。2019 年度と比較し、

カラム凝集法で 5.1％の増加、試験管法で 5.0％

の減少、マイクロプレート法は変動なしであっ

た。長野県の傾向は昨年と同様に全国と比較し

てカラム凝集法導入率が高い傾向にある。 

不規則抗体スクリーニングでは、カラム凝集

法が最も多く 77.1％、次いで試験管法 22.9％、

マイクロプレート法の実施施設はなかった。 

検査方法では生理食塩液法実施率 25.0％

（12/48 施設）、酵素法実施率 62.5％（30/48 施

設）であり昨年と変わらない。間接抗グロブリ

ン試験の反応増強剤については、低イオン強度

溶 液 (Low-ionic strength solution:LISS) は

83.3％と昨年度より 7.2％増加した。ポリエチ

レングリコール(Polyethylene glycol:PEG)は、



14.6％と昨年度より 5.0％減少した。重合アル

ブミンは 2.1％と昨年度より 2.2％減少した。重

合アルブミンは昨年 2 施設が使用していたが、

1 施設が LISS に変更した。反応増強剤につい

ては抗体検出感度の向上のため、試験管法で使

用する反応増強剤としてLISSやPEGを用いる

ことが推奨されている 2)。重合アルブミンを使

用している 1 施設は、抗体価が低い場合、臨床

的意義のある抗体を検出できない危険性がある

ため、早急な変更をお願いしたい。 

昨年度より調査開始した内部精度管理実施状

況について、輸血検査装置の導入施設数は 28

施設で昨年と変更はなかった。内部精度管理の

実施状況は「毎日」で 22 施設、「週一」で 3

施設、「試薬開封時」で 1 施設、「その他」で

1 施設、「未実施」で 1 施設であり、92.9％が実

施していた。用手法における内部精度管理の実

施状況は「毎日」が 6 施設、「週一」が 2 施設、

「月一」が 1 施設、「試薬開封時」が 3 施設、「ロ

ット毎」が 1 施設、「その他」が 3 施設、「未実

施」が 28 施設、「未回答」が 4 施設であり、実

施率は 27.1％であった。昨年度と比較して輸血

検査装置および用手法の内部精度管理実施率は

著変なかった。 

 

６．まとめ 

今年度の精度管理調査は、実検体における検

査において例年と同様に各項目とも、【輸血 A】

で平均 29.3 点（30 点満点）、【輸血 B】で平

均 20.0 点（20 点満点）、【輸血 C】で平均 10.0

点（10 点満点）であり、ほぼ良好な成績であっ

た。昨年みられた検体の取り間違い、検査結果

判定ミス、転記ミスと考えられる施設はなかっ

た。試験管法による間接抗グロブリン試験にお

いて、“IgG 感作赤血球との反応性が未実施で

陰性としていた施設”はなかった。昨年の指摘

により改善した結果であると認識している。 

抗体同定（記述）において、正しく抗体の候

補を絞ることができた施設は 35 施設（正当率

74.5％）であった。今年度より追加パネル赤血

球を追加した場合の赤血球の表現型を求めたが、

多くの施設で正しい表現型が選択できていない、

または不適切な表現型の表記方法が散見された。

表記不備率は、【輸血 A】で 68.8％、【輸血 B】

で 85.7％であった。また評価する上で回答した

パネル赤血球の表現型とコメント欄に記載され

ている追加検査の内容に一貫性がなく、解読に

苦慮した施設もあった。臨床に対するコメント

では、検出された抗体（臨床的に意義のある抗

体）の適合率や輸血リスクにおける対応（溶血

性輸血副反応や T&S 適応外など）について不

十分な施設が 20 施設あった。自施設で抗体同

定検査が実施できない施設を含め、正しい結果

の記載方法とともに、臨床への適切な報告は安

全な輸血を患者へ提供するためにも重要である。 

内部精度管理実施状況の調査では輸血検査装

置に対しては実施率が高いが、用手法では実施

率が低い傾向にあり、昨年と変わりない。輸血

検査は、不適合輸血を防ぐために輸血前に行わ

れる重要な検査であり、管理された試薬、方法

および手順のもと正しい判定が行われなければ

ならない。内部精度管理の実施は、試薬の管理

だけでなく手技の確認にもつながる。検査精度

を維持していくためにも、全ての施設で実施す

るように検討いただきたい。 

輸血検査や血液製剤管理に携わる臨床検査技

師は患者に安全な輸血医療を提供することが求

められる。患者はどの施設においても安心して

輸血を受けることができなければならない。昨

今の全国的な流れでは、輸血検査の標準化が推

し進められており、精度管理調査は自施設の運

用を見直すツールと考えていただきたい。施設

規模や輸血頻度に関わらず、輸血医療の向上に

は各種教本 1，3，5)・ガイドライン 2，4)をはじめ

として、学会や研修会等の新たな技術・知識を

取り入れることが不可欠である。輸血検査は患

者生命に深く関わることをいまいちど初心に立

ち返り、確認いただきたい。 
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輸血検査部門担当 

    原 博明  （相澤病院） 

評価基準 
    

大減点（-4） 中減点（-2） 小減点（-1） 小減点（-1）加減無し 
（小減点がいくつあっても-1） 

減点対象外 

最終結果の誤報告 
オモテ検査の 2+以下の

凝集 

Rh コントロールとの反

応性が未実施（未記入） 
軽微な転記ミス 余計な追加検査 

検体の取り間違い 
mixed field が認識で

きない 

O 赤血球との反応性が

陽性 
適合率の間違い 

コメントがある場合

の未検査（試薬がな

いなど） 

完全な判定ミス 
過剰に“可能性の高い抗

体”が挙げられている 

過剰に“否定できない抗

体”が挙げられている 

コメントがなく必要な

検査が実施されていな

い 

  

抗体の推定ができてい

ない（不正解） 

（可能性の高い抗体、

否定できない抗体が挙

げられていない） 

輸血可能な血液が選択

できない 

ABO 亜型検査において 

陽性・陰性対象がない 

臨床コメントにおいて

不足なコメント 

（例：HTR・HDFN・

適合率） 

  

    

試験管法において 

IgG 感作赤血球との反

応性が未実施（未記入） 

臨床コメントにおいて

不要なコメント 

（例：患者が男性なのに

HDFN など） 

  

  否定できない抗体が挙

げられていない（不足） 

《新設》 

  



2020 年度 輸血検査 集計結果  

1．総合判定報告 

実施検査項目の選択 

参加区分 施設数 （％） 

【輸血 A 】（血液型検査+不規則抗体スクリーニング+抗体同定） 32 (66.7) 

【輸血 B 】（血液型検査+不規則抗体スクリーニング） 15 (23.4) 

【輸血 C 】（血液型検査） 1 (2.0) 

計 48 (100.0) 

 

【検体 1（試料 15・試料 16）】 

ABO 血液型 RhD 血液型 不規則抗体 

判定結果 施設数 （％） 判定結果 施設数 （％） 判定結果 施設数 （％） 

O 型 48 (100.0) 

陽性 0 (0.0) 陰性 47 (100.0) 

判定保留 2 (4.2) 陽性 0 (0.0) 

陰性 46 (95.8) 
   

【検体 2（試料 17・試料 18）】 

ABO 血液型 RhD 血液型 不規則抗体 

判定結果 施設数 （％） 判定結果 施設数 （％） 判定結果 施設数 （％） 

O 型 48 (100.0) 

陽性 48 (100.0) 陰性 0 (0.0) 

判定保留 0 (0.0) 陽性 47 (100.0) 

陰性 0 (0.0) 
   

【検体 2（試料 17・試料 18）輸血 A のみ】 

抗体名 施設数 （％） 選択血 施設数 （％） 

抗 Fyb 27 (84.4) O 型 RhD 陽性 Fyb抗原陰性血 26 (81.3) 

抗 Fyb,抗 S 1 (3.1) O 型 RhD 陽性 Fyb抗原 S 抗原陰性血 1 (3.1) 

抗 Fyb,抗 Lea 1 (3.1) O 型 RhD 陽性 Fyb抗原 Lea抗原陰性血 1 (3.1) 

抗 Fyb,抗 Dia 2 (6.3) O 型 RhD 陽性 Fyb抗原 Dia抗原陰性血 2 (6.3) 

抗 Fyb,抗 E, 

抗 Dia 
1 (3.1) O 型 RhD 陽性 Fyb抗原 E 抗原 Dia抗原陰性血 2 (6.3) 

【抗体同定（記述）輸血 A および輸血 B】 

可能性の高い抗体 否定できない抗体 

抗体名 施設数 （％） 抗体名 施設数 （％） 

抗 Fyb 3 (6.4) 抗 E 2 (4.3) 

抗 Fyb,抗 M 39 (83.0) 抗 E,抗 Jkb 35 (76.1) 

抗 Fyb,抗 M,抗 E 5 (10.6) 抗 Jkb 3 (6.5) 

   
抗 Jkb,抗 K 2 (4.3) 

   
抗 E,抗 Jkb,抗 M 4 (8.7) 

   抗 E,抗 Dia 1 (2.2) 
 

選択血 施設数 （％） 

Fyb抗原陰性血 41 (87.2) 

Fyb抗原 M 抗原陰性血 3 (6.4) 

Fyb抗原 E 抗原陰性血 2 (4.3) 

Fyb抗原 E 抗原 Jkb抗原陰性血 1 (2.1) 
 
 

他の検査方法 回答施設数 回答率 

患者赤血球の抗原検査 26 (55.3) 

反応増強剤無添加-IAT 40 (85.1) 

吸着解離試験 15 (31.9) 

酵素法 20 (42.6) 

無し 1 (2.1) 



2．評点の分布    

 

【輸血 A 】（32 施設） 

 

 

【輸血 B 】（15 施設） 

 

 

【輸血 C 】（1 施設） 

 

 

抗体同定（記述）（47 施設） 



3．検査方法と使用試薬 

【血液型】 

【不規則抗体スクリーニング検査】  

① 生理食塩液法 

検査法 施設数 （％） 試薬（メーカー） 

カラム凝集法 3 (6.3) バイオ・ラッド 

試験管法 9 (18.8)   

未実施 30 (62.5)   

未回答 6 (12.5)   

② 酵素法 

検査法 施設数 （％） 試薬（メーカー） 

カラム凝集法 

11 (22.9) フィシン（オーソ） 

1 (2.1) ブロメリン（オーソ） 

2 (4.2) ブロメリン（富士フィルム和光純薬） 

7 (14.6) ブロメリン（バイオ・ラッド） 

4 (8.3) パパイン（バイオ・ラッド） 

試験管法 

1 (2.1) ブロメリン（イムコア） 

1 (2.1) ブロメリン（カイノス） 

3 (6.3) ブロメリン（富士フィルム和光純薬） 

未実施 15 (31.3)   

未回答 3 (6.3)   

③ 間接抗グロブリン試験 

  施設数（％） 反応増強剤 施設数 施設数（％） 

カラム凝集法 37（77.1） 

LISS（オーソ） 16 

40（83.3） 

LISS（バイオ・ラッド） 18 

LISS（カイノス） 3 

試験管法 11（22.9） 

LISS（オーソ） 1 

LISS（富士フィルム和光純薬） 2 

PEG（オーソ） 4 
7（14.6） 

PEG（イムコア） 3 

重合アルブミン（オーソ） 1 1（2.1） 

 



④ 抗グロブリン試薬

試薬 施設数 施設数（％） 

抗 IgG（オーソ） 13 

22（45.8） 抗 IgG（バイオ・ラッド） 7 

抗 IgG（イムコア） 2 

多特異性（オーソ） 9 

23（47.9） 
多特異性（バイオ・ラッド） 9 

多特異性（カイノス） 3 

多特異性（富士フィルム和光純薬） 2 

未回答 1（2.1） 

未使用 2（4.2） 

 

4．使用輸血検査装置 

輸血検査装置 施設数 導入数（％） 

オーソ ビジョン 8 

28（58.3） 

オーソ オートビュー、オーソ オートビュー Innova 5 

カード用全自動輸血検査装置 IH-1000 2 

カード用全自動輸血検査装置 IH-500 7 

全自動輸血検査装置 ECHO 1 

Erytra 1 

WADiana Compact 1 

カード用分注機 Swing 1 

カード用リーダー Saxo 2 

用手法 16（33.3） 

未回答 4（8.3） 

 

5．内部精度管理実施状況 

【輸血検査装置（半自動分析機含む）】 

実施頻度 施設数 血液型検査 施設数 不規則抗体スクリーニング 施設数 抗体同定 施設数 

毎日 22 メーカー試料 27 メーカー試料 25 メーカー試料 3 

週一 3 精度管理未実施 1 精度管理未実施 2 精度管理未実施 15 

開封時 1   
 

未回答 1 抗体同定検査未実施 9 

その他 1   
 

  
 

未回答 1 

未実施 1 
      

 

【用手法試薬】 

実施頻度 施設数 ABO 血液型検査 施設数 RhD 血液型検査 施設数 

毎日 6 抗血清と血球試薬の組合せ 8 
  

週一 2 メーカー試料 4 メーカー試料 10 

月一 1 自家調整試料 2 自家調整試料 3 

ロット毎 1 血液型検査未実施 1 血液型検査未実施 1 

試薬開封時 3 精度管理未実施 30 精度管理未実施 31 

その他 3 未回答 3 未回答 3 

未実施 28 
    

未回答 4 
    

 

 



不規則抗体スクリーニング 施設数 抗体同定 施設数 
メーカー試料 7 メーカー試料 4 
自家調整試料 1 精度管理未実施 26 
抗体スクリーニング未実施 7 抗体同定検査未実施 16 
精度管理未実施 29 未回答 2 
未回答 4   
 

【その他の内部精度管理】 

検査 施設数 
交差適合試験 4 
直接クームス 2 
いずれも未実施 36 
未回答 6 
 


