
 

 

 

 

１．参加施設数 

 47 施設（台風の影響により 1 施設不参加） 

（2018 年度：47 施設） 

２．試料 

〔検体 1〕 

試料 15： A 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 

A 型ヒト血漿 

〔検体 2〕 

試料 17： A 型 RhD 陽性(DCCee)ヒト赤血球 

（約 60％MAP 浮遊液） 

試料 18： 抗 E 保有 

A 型 RhD 陽性ヒト血漿 

 

３．実施内容 

    配布試料 2 検体は血液型、不規則抗体ス

クリーニングを実施する。検査に問題があ

った場合には可能な限り追加検査を行い、

追加検査ができない場合には必要な検査

を記載する。 

   今年度より新たに抗原組成表を用いた

抗体同定（記述）を追加した。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消去法を実施

し、「可能性の高い抗体」および「否定で

きない抗体」を回答する。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、溶血

性輸血副作用(HTR)を起こす可能性、胎

児・新生児溶血性貧血(HDFN)のリスク、

確認すべき患者情報）を回答し、総合判

定として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する。さ

らに、臨床に対しコメントの必要性がある

場合には自施設の運用に基づく報告を求

める。 

【患者情報】 

〔抗体同定（記述）〕 

患者情報：30 歳  女性 体重 55kg Hb 値

10.3g/dL 妊娠 11 週 6 日 妊娠歴：2 妊 1 産 

妊娠初期検査目的に不規則抗体検査を実施した。

スクリーニング検査は陽性であった。 

 

４．評価方法 

    下記の評価基準を点数化し、検体毎に 1

～5 点の 5 段階で評価した。 

検体 1、2 における検査実施、結果判定、

報告等、回答の全てを評価対象とした。 

抗体同定（記述）については今年度に限

り評価対象外としたが、次年度より回答

の全てを評価の対象とする。 

〔検体 1〕 

① ABO 血液型検査が正しく実施され、「A

型」と判定されている。 

② RhD 血液型の直後判定が「非凝集」の結

果より D 陰性確認試験が正しく実施され

ている。 

③ 不規則抗体検査が正しく実施され「陰性」

と判定されている。 

④ 総合判定欄に正しく結果が記入されてい

る。ABO 血液型「A 型」、RhD 血液型「陰

性」、不規則抗体「陰性」 

〔検体 2〕 

① ABO 血液型検査が正しく実施され、「A

型」と判定されている。 

② RhD 血液型が正しく実施され「陽性」と

判定されている。 

③ 不規則抗体検査が正しく実施され「陽性」

と判定されている。 

④ 総合判定欄に正しく結果が記入されてい

る。ABO 血液型「A 型」、RhD 血液型「陽

性」、不規則抗体「陽性」 

〔抗体同定（記述）〕 

① 「可能性の高い抗体」が「抗 C」である。 

② 「否定できない抗体」が「抗 Dia」であ

輸 血 検 査 



る。 

③ 追加検査として追加パネル赤血球の必

要性が「有り」である。 

④ 臨床的意義の有無が「有り」、溶血性輸

血副作用を起こす可能性が「有り」、胎

児・新生児溶血性貧血のリスクが「有り」

である。 

⑤ 選択する赤血球液が「C 抗原陰性血」ま

たは「C 抗原 Dia 抗原陰性血」である。 

⑥ 適合率が「12％（10.9％）」または「10.8％

（9.8％）」である。 

⑦ 臨床に対し「胎児・新生児溶血性貧血」

および「溶血性輸血副作用」の 2 つのリ

スクについてコメントされている。 

 

５．結果・考察 

〔検体 1〕 

この検体は日本赤十字社にてA型RhD陰性、

不規則抗体陰性と判定された検体である。 

総合判定の ABO 血液型は全施設で「A 型」

と判定され、RhD 血液型は「陰性」44 施設、「判

定保留」1 施設、「陽性」2 施設であった。不規

則抗体は「陰性」44 施設、「陽性」2 施設、「未

実施」1 施設であった。 

RhD 血液型を「陽性」、不規則抗体を「陽性」

とした施設のうち、1 施設は検体の取り間違い、

RhD 血液型を「陽性」とした 1 施設は転記ミス、

不規則抗体を「陽性」とした施設は抗体検査の

み取り間違いが考えられた。 

RhD 血液型では全ての施設で Rh コントロ

ール（陰性対照試薬）が実施されていた。Rh

コントロールは、偽陽性反応との鑑別のため、

使用する抗 D 試薬の添付文書で指定されたも

のを用いることが必要である。1) 2) 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」もしくは「N.T」と回答した施設

が 4 施設あり（1 施設 IgG 感作赤血球を保有し

ていない）、入力忘れを考えるが、入力忘れでな

ければ D 陰性確認試験自体が無効となる。さら

に、試薬がない為に D 陰性確認試験が実施でき

ず、総合判定を「判定保留」とした施設が１施

設あった。 

〔検体 2〕 

 この検体は日本赤十字社にてA型RhD陽性、

不規則抗体の抗 E 保有と判定された検体であ

る。 

総合判定の ABO 血液型は全施設で「A 型」

と判定され、RhD 血液型は「陰性」46 施設、「陽

性」1 施設であった。不規則抗体は「陽性」44

施設、「陰性」2 施設、「未実施」1 施設であっ

た。 

〔抗体同定（記述）〕 

 これ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を回答する記述問題

である。 

 可能性の高い抗体は「抗 C」43 施設、「抗 C、

抗 K」1 施設、「抗 E」1 施設、「未実施」2 施設

であった。否定できない抗体は「抗 Dia」37 施

設、「抗 Dia、抗 K」6 施設、該当なし（未記入）

「2 施設」、「未実施」2 施設であった。 

 選択する赤血球液は「C 抗原陰性血」31 施設、

「C 抗原 Dia 抗原陰性血」13 施設、「C 抗原 Dia

抗原 K 抗原陰性血」1 施設、「未実施」2 施設で

あった。 

 可能性の高い抗体において「抗 E」と回答し

た施設は選択する赤血球液を「C 抗原陰性血」

と回答していることから転記ミスが考えられる。 

 抗 K を可能性の高い抗体または否定できな

い抗体として回答した 7 施設は「JAMT 技術教

本シリーズ 輸血・移植検査技術教本」1)より

Kell に対する抗体については K+k+赤血球に対

して反応が陰性であれば、抗体陰性として対応

するとされていることから、抗 K の対応方法に

ついて再考願いたい。 

 全ての施設で臨床的意義に対し「有り」とし

て、HTR や HDFN のリスクを「有り」と回答

されていたが、臨床へのコメントでは、それら

のリスクについて述べられていない施設が散見

された。 



〔検査方法と検査試薬〕 

血液型の検査方法は、試験管法で 40.4％と昨

年度の 44.7％より 4.3％減少し、カラム凝集法

で 57.4％と昨年度の 53.2％より、4.2％増加し

た。マイクロプレート法は 2.1％で昨年と変わ

らない。参加施設数 47 施設の調査結果ではあ

るが、長野県は全国と比較してカラム凝集法導

入率が高い傾向にあった（2019 年度日本臨床衛

生検査技師会精度管理調査 40.3％）。 

不規則抗体スクリーニングの検査方法は、生

理食塩液法で 14 施設が実施と昨年度の 19 施設

の実施より 5 施設減少し、酵素法で 29 施設が

実施と昨年度の 33 施設の実施より 4 施設減少

した。間接抗グロブリン試験 46 施設で実施さ

れ、酵素法と間接抗グロブリン試験における試

験管法とカラム凝集法の比率は 1：2 でカラム

凝集法が多かった。また、間接抗グロブリン試

験で用いる反応増強剤については、2019 年度日

本臨床衛生検査技師会精度管理調査と同様に重

合アルブミンが年々減少してきているものの、

2 施設の実施は昨年と変わらない。 

〔内部精度管理実施状況〕 

平成 30 年 12 月 1 日に施行された改正医療法

（検体検査関連）により内部精度管理の実施お

よび外部精度管理調査の受検が求められたこと

から、今回新たに内部精度管理の実施状況につ

いて調査した。 

 輸血検査装置において 28 施設が導入されて

おり、内部精度管理の実施状況は「毎日」で 21

施設、「週一」で 3 施設、「試薬開封時」で 1

施設、「その他」で 3 施設であった。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 23 施設、「未回答」が 11 施設であっ

た。検査項目別内部精度管理実施状況は血液型

検査および不規則抗体スクリーニング検査にお

いて、両検査ともに輸血検査装置では内部精度

管理実施率が 80％を超えるが、用手法では約

60％が実施していない。不規則抗体同定検査で

は輸血検査装置、用手法の両者とも実施してい

る施設は約 10％と少ない。 

６．まとめ 

今年度の精度管理調査は、例年と同様に各項

目ともほぼ良好な成績であったが、すべての検

査項目において検体の取り間違い、検査結果判

定ミス、転記ミスと考えられる施設があった。

ご承知の如く輸血において結果の誤報告は重大

な輸血過誤に繫がるため、決して許されない。

不正解（評価 1）と判定された施設においては、

早急にエラーの究明と是正を実施願いたい。 

試験管法による間接抗グロブリン試験におい

て、抗グロブリン試薬の反応性ともに洗浄効果

必ず確認する必要があるため 2)、 IgG 感作赤血

球との反応性の確認は必須と考える。IgG 感作

赤血球を保有していながら、IgG 感作赤血球と

の反応性を未記入（転記ミス）とした施設は減

点とした。また、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

施設は、抗体価が低い場合、検出されずに見逃

す可能性があるため、早急な変更をお願いする。 

精度管理調査は、検査精度を評価する目的で

実施していることから、次回の評価の見直しの

際には、IgG 感作赤血球を保有しない場合であ

っても“IgG 感作赤血球との反応性が未実施の

施設”に対して、より厳格に評価することも検

討する予定である。 

今年度より、従来の不規則抗体同定検査は実

施せず、既に凝集結果が入力されている抗原表

を配布し、「可能性の高い抗体」と「否定でき

ない抗体」の回答を求めた。自施設で抗体同定

検査が実施できず、精査を外部委託している施

設においても、結果を解釈する能力は不可欠で

ある。安全な輸血療法を提供するために必要と

思われる知識や判断力の評価をする目的で、今

年度からこのような形式を採用した。ここ数年、

消去法や異常反応に対する対応方法は標準化さ

れてきたためか、ほぼ良好な成績であったが、



臨床に対するコメントについては不十分な施設

が散見された。輸血療法は質の高い検査精度を

維持するとともに、臨床への対応についても正

確な知識が求められる。本症例は妊娠 11 週の

妊婦であり、今後の輸血リスクを考慮すること

は周知であるが、HDFN のリスクを考慮し経時

的に抗体価を測定することは胎児の状態を把握

するために重要である 5)。 

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

率が低い傾向にある。改正医療法（検体検査関

連）より内部精度管理の実施が求められている

ため、用手法についても精度管理実施に向けて

検討いただきたい。 

日常業務の中で輸血検査結果が患者生命予後

に影響することを念頭に検査管理・業務・教育

を遂行されている。その意味で，精度管理調査

は自施設の検査精度が標準化されているかを見

極めることができる。自施設と他施設の相違よ

り検査状況や管理体制の改善等に役立てていた

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） 

  



2019 年度 輸血検査 集計結果  

1．総合判定報告 

【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 （％） 

A 型 47 (100.0) 

陰性 44 (93.6) 陰性 44 (93.6) 

判定保留 1 (2.1) 陽性 2 (4.3) 

陽性 2 (4.3) 未実施 1 (2.1) 

【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 （％） 

A 型 47 (100.0) 
陽性 46 (97.9) 陽性 44 (93.6) 

陰性 1 (2.1) 陰性 2 (4.3) 

      
未実施 1 (2.1) 

【抗体同定（記述）】 

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 C 43 (91.5) 抗 Dia 37 (78.7) 

抗 C,抗 K 1 (2.1) 抗 Dia,抗 K 6 (12.8) 

抗 E 1 (2.1) 該当なし 2 (4.3) 

未実施 2 (4.3) 未実施 2 (4.3) 

選択する赤血球液 

選択血 施設数 （％） 

C 抗原陰性血 31 (66.0) 

C 抗原 Dia 抗原陰性血 13 (27.7) 

C 抗原 Dia 抗原 K 抗原陰性血 1 (2.1) 

未回答 2 (4.3) 
 

可能性の高い

抗体 

否定できない 

抗体 
選択する赤血球液 施設数 （％） 

抗 C 

抗 Dia 
C 抗原陰性血 23 

35 (74.5) 
C 抗原 Dia 抗原陰性血 12 

抗 Dia,抗 K 
C 抗原陰性血 5 (10.6) 

C 抗原 Dia 抗原 K 抗原陰性血 1 (2.1) 

該当なし C 抗原陰性血 2 (4.3) 

抗 C,抗 K 
抗 Dia 

C 抗原陰性血 1 (2.1) 

抗 E C 抗原 Dia 抗原陰性血 1 (2.1) 

未回答 未回答 未回答 2 (4.3) 
 

2．評点の分布    

  検体 1 検体 2 
 

総合評価 

評点 施設数 （％） 施設数 （％） 
 

評点 施設数 （％） 

1/5 3 (6.4) 2 (4.3) 
 

2/10 2 (4.3) 

2/5 0 (0.0) 0 (0.0) 
 

6/10 1 (2.1) 

3/5 0 (0.0) 0 (0.0) 
 

8/10 1 (2.1) 

4/5 4 (8.5) 1 (2.1) 
 

9/10 3 (6.4) 

5/5 39 (83.0) 43 (91.5) 
 

10/10 39 (83.0) 

評価対象外 1 (2.1) 1 (2.1) 
 

評価対象外 1 (2.1) 



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】   

 

 



4．使用輸血検査装置 

輸血検査装置名 施設数 (%) 

用手法 14 (29.8) 

オーソ オートビュー、オーソ オートビュー Innova 6 (12.8) 

オーソ ビジョン 6 (12.8) 

カード用全自動輸血検査装置 IH-1000 2 (4.3) 

カード用全自動輸血検査装置 IH-500 6 (12.8) 

全自動輸血検査装置 Erytra 1 (2.1) 

全自動輸血検査装置 WADiana Compact 1 (2.1) 

全自動輸血検査装置 ECHO 2 (4.3) 

カード用リーダー Saxo 2 (4.3) 

カード用分注機 Swing 1 (2.1) 

未回答 6 (12.8) 

 

5．内部精度管理実施状況 

【輸血検査装置】 

輸血検査装置の導入 施設数 （％） 実施頻度 施設数 （％） 

有り 28 (59.6) 

毎日 21 (75.0) 

週一 3 (10.7) 

試薬開封時 1 (3.6) 

その他 3 (10.7) 

無し 13 (27.7) 

未回答 6 (12.8) 

 

【輸血検査装置における検査項目別内部精度管理実施状況】 

血液型検査 施設数 （％） 
不規則抗体スクリーニング 

検査 
施設数 （％） 

メーカー試料 24 (85.7) メーカー試料 22 (81.5) 

精度管理を実施していない 3 (10.7) 精度管理を実施していない 5 (18.5) 

検査を実施していない 1 (3.6) 
   

 

不規則抗体同定検査 施設数 （％） 

メーカー試料 3 (11.1) 

精度管理を実施していない 18 (66.7) 

検査を実施していない 6 (22.2) 
 



【用手法】 

実施頻度 施設数 （％） 

毎日 6 (12.8) 

週一 2 (4.3) 

月一 1 (2.1) 

試薬開封時 3 (6.4) 

ロット毎 1 (2.1) 

その他 23 (48.9) 

未回答 11 (23.4) 
 

 

【用手法における検査項目別内部精度管理実施状況】  

ABO 血液型検査 施設数 （％） RhD 血液型検査 施設数 （％） 

抗血清と血球試薬の組合せ 9 (19.1) メーカー試料 10 (21.3) 

メーカー試料 4 (8.5) 自家調整試料 2 (4.3) 

自家調整試料 1 (2.1) 精度管理を実施していない 30 (63.8) 

精度管理を実施していない 28 (59.6) 検査を実施していない 1 (2.1) 

検査を実施していない 1 (2.1) 未回答 4 (8.5) 

未回答 4 (8.5) 
   

 

不規則抗体スクリーニング 

検査 
施設数 （％） 不規則抗体同定検査 施設数 （％） 

メーカー試料 7 (14.9) メーカー試料 5 (10.6) 

検査を実施していない 6 (12.8) 検査を実施していない 12 (25.5) 

精度管理を実施していない 29 (61.7) 精度管理を実施していない 24 (51.1) 

未回答 5 (10.6) 未回答 6 (12.8) 
 

【その他の内部精度管理】 

  施設数 （％） 

いずれも未実施 31 (66.0) 

交差適合試験 6 (12.8) 

直接クームス 1 (2.1) 

未回答 9 (19.1) 

 


