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はじめに 

 

平成 30 年度、茨城県合同輸血療法委員会では「中小産科施設におけるブラッドローテー

ションの臨床試験および血液製剤使用適正化の推進」を研究課題とし、以下の３つの項目に

取り組む事とした。 

1. 中小産科施設におけるブラッドローテーションの臨床試験 

2. 茨城県輸血関連認定看護師養成部会の活動の推進 

3. 廃棄血削減事業、血液適正使用の講演会、中小医療機関を対象とした輸血クリニカル

パスの普及活動の継続 

 ブラッドロ―テーションは離島など遠隔地に専用の小型保存容器を用いて赤血球製剤を

運搬し、使用されなかった場合は容器ごと回収、他病院でその血液を利用するシステムであ

る。産科危機的出血に備えて準備した多くの赤血球製剤がやむを得ず廃棄されている現状

を改善すべく、「前向きな廃棄血削減事業」として、我々は平成 27 年度以来、中小産科施設

でのブラッドロ―テーション導入について取り組んでいる。これまで実証研究を行い、成果

を学会などで報告してきた。平成 30 年 3 月からは厚生労働科学研究「地域における包括的

な輸血管理体制構築に関する研究班」に参加し、ブラッドローテーション導入を考えている

他地域の研究者とともに実現を目指すことになった。 

 本年度は委員会内で議論を重ね、パイロット研究として研究計画を立案した。筑波大学の

倫理委員会に計画書を提出し現在事前審査中であるとともに、班会議にも計画案を提出し

た。班会議での議論や日本赤十字社との協議を踏まえ調整を進めている。研究での実施とは

言え様々な課題が予想され、本年度は実施のために必要な手続きを終えることを目標とし

ていた。最終的に手続きの終了には至らなかったが、来たる平成 31 年度からの実施という

目標は現実味を帯びてきた。茨城県での計画は、離島以外でのブラッドローテーションとし

ては初と思われ、有用性が示せれば他地域・他領域への適応など発展が期待される。引き続

きこの困難な課題に取り組んで参りたい。 

平成 27 年に始まった茨城県輸血関連認定看護師養成部会は、今や本委員会活動の一翼を

担っている。部会主催の研修会は茨城県看護協会や赤十字血液センターの支援を得て例年

開催しているが、実践的な内容で、本年度も多くの参加があった。茨城県内で輸血関連学会

の認定資格をもつ看護師数は着実に増えている。今後も輸血療法における県内看護師のレ

ベルアップに貢献できるよう活動を継続したい。 

適正輸血推進のための廃棄血削減事業は、平成 22年の本委員会発足以来、継続している。

輸血用血液製剤使用実態調査や廃棄血フィードバック事業、毎年の茨城県合同輸血療法委

員会総会における講演会、中小医療機関を対象とした輸血クリニカルパスの普及活動など、

基盤的な事業を安定して継続できた。これらは茨城県保健福祉部医療局薬務課と茨城県赤

十字血液センターによる適切な事務局運営によるところが大きい。 

本年度の研究では、広報活動や近隣都道府県・ブロックへの取組の啓発、についても計画



が求められていた。第９回となる茨城県合同輸血療法委員会総会では 94名の参加者があり、

2題の教育講演とともに本委員会の活動報告を行った。また本年度第５号となる広報誌「茨

城県合同輸血療法委員会だより」を発刊し、県内の各医療機関、関係者や団体に配布した。

平成 30 年 9 月には、日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部例会のシンポジウム「関東甲

信越支部における合同輸血療法委員会の活動」において、茨城県合同輸血療法委員会の活動

報告を行った。よって、広報や啓発活動についても概ね目標を達成できたと考えられる。 

血液製剤使用適正化方策調査研究事業には幸い 5 年連続で採択された。この助成によっ

て安定、継続して課題に取り組むことができたと言える。新年度からは本委員会 10 年目の

活動が始まろうとしている。引き続き茨城県における適正輸血の普及、推進のために活動す

る所存である。 

この場を借りてご支援いただいた皆様に感謝申し上げます。 

 

平成 31 年 3 月 

茨城県合同輸血療法委員会 代表世話人 

大越 靖 



研究課題 

中小産科施設におけるブラッドローテーションの臨床試験及び血液製剤使用適正化

の推進 

 

研究概要 

1. 中小産科施設におけるブラッドローテーションの臨床試験 

2. 茨城県輸血関連認定看護師養成部会の活動の推進 

3. 廃棄血削減事業、血液適正使用の講演会、中小医療機関を対象とした輸血クリニカ
ルパスの普及活動の継続 

4. 広報活動や近隣都道府県・ブロックへの取組の啓発 

 

研究結果 

1. 中小産科施設におけるブロッドローテーションの臨床試験 

茨城県内の多施設共同の臨床研究として開始すべく委員会内で議論を重ね、研究計画

書案を茨城県合同輸血療法委員会内で策定し、厚労研究班会議及び日本赤十字社に提出

した。本年度は実施のために必要な手続きを終えることを課題としていたが、最終的に

手続きの終了に至らなかったことから、班会議での議論や日本赤十字社との協議を踏ま

えた上で、31年度からの実施を目標に研究計画を確定することとした。 

 

2. 茨城県輸血関連認定看護師養成部会の活動の推進 

平成 27年度に茨城県合同輸血療法委員会の下部組織として発足した茨城県輸血関連

認定看護師養成部会では、今年度も県内の輸血医療に携わる看護師を対象に、寸劇「シ

ーン別で学ぶ血液製剤の正しい取り扱い」を取り入れた実践的な研修会及び意見交換を

実施した。研修会が日本輸血・細胞治療学会認定臨床輸血看護師制度の認定単位が得ら

れる会となったことから、参加者も増え人数制限することとなった。今後の課題とした

い。 

看護師部会：3回 

研修会：1回 

 

3. 血液製剤適正使用のための活動の継続 

1） 血液製剤使用実態調査 

前年度供給実績上位 100の医療機関に対して、血液製剤使用実態調査を実施し、

医療機関別の血液製剤使用量及び廃棄量を集計し、情報提供を行った。 

2） 廃棄量・廃棄率情報フィードバックプロジェクト 

参加施設には、2 ヶ月毎に使用量、廃棄量、廃棄率の調査を行い、データを集計

後、フィードバックした。自施設の県内における立ち位置を把握してもらうことに
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より、廃棄血削減に対する意識付けの一助となることが期待される。 

参加施設数：39 施設（今年度は昨年度より 6 施設多い参加をいただいた。） 

3）「輸血クリニカルパス」の利用トライアル  

平成 24 年作成の「輸血クリニカルパス」についてアンケートを実施し、希望し

た 11 の医療機関に対し、提供を行う普及活動を継続した。 

 

4. 広報活動や近隣都道府県・ブロックへの取組の啓発 

1） 学会発表 

平成 30 年９月 29 日 第 146 回日本輸血・細胞治療学会 関東甲信越支部例会に

おいて、代表世話人による茨城県合同輸血療法委員会の活動報告を行った。 

2） 広報誌 

「茨城県合同輸血療法委員会だより（第 5 号）」を発刊し、各医療機関、県医師

会、県看護協会等に配布した。 

3） 茨城県合同輸血療法委員会総会の開催 

公開の総会を毎年企画し、本委員会の活動報告及び輸血に関する講演を行ってい

る。今年度は平成 31 年 2 月 2 日、イーアスつくば イーアスホールにおいて開催

した。 

－ 2－



平成 30 年度 茨城県合同輸血療法委員会活動状況 

 

１． 世話人会 

第 1 回 

開催日：平成 30 年 4 月 17 日（火）19：00～ 

場 所：茨城県庁行政棟 11 階 1106 共用会議室 

議 題：平成 29 年度事業報告について 

    平成 29 年度総会の結果について 

    平成 30 年度事業計画について 

    平成 30 年度総会の開催について 

    次回世話人会の開催日程について 

    その他 

 

第 2 回 

開催日：平成 30 年 7 月 10 日（火）19：00～ 

場 所：茨城県庁行政棟 11 階 1102 共用会議室 

議 題：平成 30 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募報告について 

    平成 30 年度アンケート調査について 

    平成 30 年度第 1 回茨城県輸血関連認定看護師養成部会について 

    ブラットローテーションの研究計画について 

    平成 30 年度総会の開催について 

    次回世話人会の開催日程について 

    その他 

 

第 3 回 

開催日：平成 30 年 11 月 20 日（火）19：00～ 

場 所：茨城県庁行政棟 11 階 1106 共用会議室 

議 題：平成 30 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募報告について 

    ブラットローテーション研究計画の進捗状況について 

    廃棄量及び廃棄率フィードバックについて 

    茨城県輸血関連認定看護師養成部会の活動について 

    「合同輸血療法委員会だより」について 

    平成 30 年度茨城県合同輸血療法委員会総会について 

    次回世話人会について 

    その他 
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第 4 回 

開催日：平成 31 年 2 月 2 日（土）12：00～ 

場 所：イーアスつくば 2 階 イーアスホール 

議 題：廃棄量及び廃棄率情報フィードバックについて 

    ブラットローテーション研究計画の進捗状況について 

    茨城県輸血関連認定看護師養成部会の活動について 

    平成 30 年度茨城県合同輸血療法委員会総会について 

    サイボウズ Live に代わるメーリングリストについて 

    次回世話人会の開催日程について 

    その他 

 

２． 茨城県輸血関連認定看護師養成部会の活動 

第 1 回看護師養成部会 

開催日：平成 30 年 5 月 14 日（月）18：30～ 

場 所：茨城県赤十字血液センター会議室 

議 題：平成 30 年度年間活動計画（案）について 

    その他 

 

第 2 回看護師養成部会 

開催日：平成 30 年 9 月 3 日（月）18：30～ 

場 所：茨城県赤十字血液センター会議室 

議 題：研修会の企画・運営について 

    その他 

 

第 3 回看護師養成部会 

開催日：平成 30 年 11 月 26 日（月）18：30～ 

場 所：茨城県赤十字血液センター会議室 

議 題：研修会の企画・運営について 

    その他 

 

第 1 回輸血研修会 ～入門編～ 

開催日：平成 30 年 10 月 13 日（土）13：30～16：00 

場 所：茨城県立中央病院 災害医療センター会議室 

内 容：「ホントに合ってる？あなたの常識！」 

    ～シチュエーションから学ぶ血液製剤の正しい取り扱い～ 

    ～クイズで学ぶ～ 
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３． 平成 30 年度茨城県合同輸血療法委員会総会 

開催日：平成 31 年 2 月 2 日（土）14：00～16：30 

場 所：イーアスつくば 2 階 イーアスホール 

内 容：別掲 

－ 5－



 

 

 

 

平成 30 年度 

茨城県合同輸血療法委員会総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      日 時  平成 31 年２月２日(土) 14：00～16：50 

      場 所  イーアスつくば２階 イーアスホール 
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プログラム    
開会挨拶                         １４：００～ 
  茨城県合同輸血療法委員会 代表世話人     大越 靖 
  茨城県保健福祉部長             木庭 愛   
平成３０年度 茨城県合同輸血療法委員会 活動報告      １４：１０～ 
  座長：水戸赤十字病院            佐藤 宏喜 
 「茨城県合同輸血療法委員会活動報告」    

筑波大学附属病院              長谷川 雄一 
 「茨城県輸血関連認定看護師養成部会～発足から３年間の歩み～」 
  小松整形外科医院              高野 美由紀   
教育講演１                         １４：４０～ 
  座長：筑波メディカルセンター病院      佐藤 藤夫 
 「症例に学ぶ」 
  福島県立総合衛生学院            安田 広康   
教育講演２                         １５：４０～ 
  座長：茨城県立中央病院           大越 靖 
 「小規模医療機関における輸血－安全性の確立と廃棄血対策－」 
  東京都墨東病院               藤田 浩   
閉会挨拶                          １６：３０～ 
  茨城県赤十字血液センター          佐藤 純一 
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平成 30 年度 茨城県合同輸血療法委員

会活動報告 

  

「茨城県合同輸血療法委員会活動報告」       

筑波大学附属病院 長谷川雄一       

 

 私どもの合同輸血療法委員会は耳慣れな

いので、少しだけ話しますと、各医療施設

には輸血療法委員会が設置されていること

が多いかと思います。ただ、これは義務で

はない。輸血管理料を算定する施設ではこ

れが必要で、年に６回以上の協議を行うこ

とが求められていますが、全部の施設にあ

るわけではありません。 

 合同輸血療法委員会は都道府県単位で一

つ設置することが求められています。ただ、

これは厚生労働省が勧告をしているだけで、

設置義務はないものです。どういうことを

するのかというと、適正で安全な輸血を全

県にわたって推進するために都道府県の中

で活動してくれというものであります。 

 

 その目的に従いまして、私たちはこのよ

うなことをしてきました。 

 まず、一番最初に、茨城県の輸血の実態

はどういうふうになっているのかというこ

とがわからなくて、最初の年にアンケート

調査を開始しました。その中でわかってき

たことは、血液を使いたい人とそれを使っ

てもらう人の間の思いに少しずれがあるこ

と、血液が豊富にあるものだということで

使われているような実態があることがわか

ってまいりました。これは毎年行わせてい

ただいていまして、各施設の輸血の体制、

何が適正輸血の妨げになっているのかとい

うことを考察させていただいていまして、

毎年、アンケートをくださっている施設を

含めて、まとめて報告させていただいてい

ます。 

 そのほかに、本県独自の取り組みとして、

廃棄血削減プロジェクトをやっています。

血液を適正に使っているかどうかというの

は、それぞれのケース、ケースで調べてい

かないとわからないというところが難しく

て、何が適正輸血の目安になるのか、簡単

に出せない。ただ目標を掲げてそれに向か

っていったほうが実現性がある。そうする

と、過剰な輸血は廃棄につながっているの

ではないだろうかということで、廃棄血を

削減することが適正輸血につながるのでは

ないかということでこれを立ち上げていま

す。 

 具体的には、いろいろなプログラムがあ

る中で、最近、私たちは、県の中で主に血

液かを使われている病院に対して、どのぐ

らいの赤血球を使用したか、廃棄になって

しまったのはどの程度あるのかを病院の病

床数ごとにランキングして、それを自分の

施設以外はわからないような形でフィード

バックさせていただいて、それぞれの施設

の立ち位置がわかるような取り組みなどを

行っています。 

 そのほか、これまで、小島代表、大越代

表や日赤の血液センターの方々がそれぞれ

の施設を個別訪問していただいて、できる
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だけ適正な輸血に協力していただけるよう

に協力依頼をしてまいりましたし、出前講

座といって、輸血療法のホットな話題及び

適正輸血や安全な輸血に関わる講演をさせ

ていただいてきました。 

 また、それぞれの病院で持っている問題

点に対して、数名の者が伺って、コンサル

テーション事業などもさせていただいてい

ます。 

 そのほかに茨城県認定看護師養成部会が

立ち上がっています。これに関しては、私

の後に高野看護師からお話があると思いま

すので、細かい話はしませんが、どうして

も、今、茨城県は、医師が少ない県として、

少ない人数で正しい医療をやっていこうと

いうのに、人材不足だという点が否めませ

ん。 

 輸血に関しても同じで、そこに輸血によ

く知識を持った看護師さんに入っていただ

いて、所属施設で輸血に関して主導的な立

場で活動していただけないかということを

考えています。 

 

 最後に、私どもが現在考えている血液製

剤の無駄のない利用についてお話しさせて

いただきたいと思います。 

 それはブラッドローテーションというも

のでして、その背景にありますのは、私ど

もの世話人会で、石渡先生が私たち内科医

や外科の先生方に強く訴えてみえるのは、

産婦人科は非常に出血が多くて、しかもそ

れが突然起きる。そういう状況で、何とか

お母さんを助けてあげなくてはいけない。

そのためには血液はどうしても身近に必要

なのだ。それで廃棄血がどうしても生じや

すい環境があるのは理解してほしいという

お話をたびたび私たちに伝えてきてくださ

いました。 

 日本では、毎年、40 人ぐらいの妊婦さん

が亡くなっているそうなのですが、その内

訳として、産科的な大量の出血が大きなウ

エートを占めています。産科の先生のとこ

ろに血液をきちんと管理する装置を使って

血液を届けさせていただいて、それが使わ

れなかった場合にはもう一度血液センター

に戻していただく。このデバイスで安全な

血液だと保証されたものを、血液を頻繁に

使う総合病院に二次供給していただいて、

献血者の善意が無駄にならないようにした

いとするものです。現在、これは倫理委員

会の審査を待っているところにあります。 

 

 これに関しては、先輩になる東京都の取

り組みについて、藤田先生がきょうの中で

詳しくお話ししてくださると思いますので、
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この程度にとどめようかと思っていますが、

こういうことを合同輸血療法委員会でして

いる県も少ないので、私たちは何とかして

これを実現して、できるだけ献血者の善意

に報いて、かつ、お母さんの救命に役立ち

たいと考えています。 

 以上です。どうもありがとうございまし

た。 

 

○佐藤(宏)座長 

 何かご質問等ございますか。 

○大越代表世話人 

 どうでもいいところですが、スライドの

wwデイトというのは何か意図があるのです

か。 

○長谷川 

 おもしろいところを突っ込んでいただい

てありがとうございます。これはパワーポ

イントの背景をダウンロードしたときにつ

いてきてしまっただけで。 

○佐藤(宏)座長 

 その背景はただでダウンロードできるの

ですか。 

○長谷川 

はい。 

○佐藤(宏)座長 

ほか、せっかくの機会でございます。 

 今回、ブラッドローテーションが大きな

テーマになっていますが、これは実際に実

現するのはなかなか難しいところがあって、

ひとまず研究として動いているところでご

ざいますが、将来、見通しとしてどうなの

か、先生の印象として、あるいは、こうい

ったところができないか、そういったこと

があればぜひ教えていただきたいのですが。 

○長谷川 

 ブラッドローテーションは献血者にとっ

ても重要な取り組みだとは思うのですが、

これがあるために、大量の血液を赤十字血

液センターに発注していいのだというもの

ではないと思います。そのために、きちん

と血液を計画して使う体制ができている施

設などとこれに参加するという契約を結ん

で入ってもらうという仕組みが将来は必要

かなと思います。 

○佐藤(宏)座長 

 ありがとうございます。 

 今、非常に重要なことを、やみくもに使

っていいというものではないのだぞという

ようなところ、これは我々も普段から十分

注意してやっていかなければいけないとこ

ろなので、本当に今日はありがとうござい

ました。  
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 「茨城県輸血関連認定看護師養成部会～

発足から３年間の歩み～」 

  

 

小松整形外科医院 高野美由紀 

 

  

 本日は、養成部会が発足されてからこれ

までの３年間の活動を簡単にご報告させて

いただきたいと思います。 

 

 まず、この養成部会なのですが、茨城県

合同輸血療法委員会の下部組織として位置

付けられております。現在は茨城県看護協

会の白川専務理事を部会長としまして、臨

床輸血看護師、自己血輸血認定看護師、ア

フェレーシスナース、そして、事務局を茨

城県赤十字血液センターにお願いして構成

されております 

 

 また、輸血の認定医師の大越先生をオブ

ザーバーに招きまして、養成部会に参加し

ていただいております。 

 わりと和気藹々と活動を行っております。 

 主な活動内容なのですが、年間に２回ほ

ど活動をしております。茨城県合同輸血療

法委員会総会の後と秋ごろを目安に活動し

ております。春先の研修会では、きょうみ

たいな総会の後ということもあって、時間

と場所がある程度限られてしまっています

ので、テーブルディスカッションが中心と

なって行ってまいりました。 

 秋口に行っている研修会では、県立中央

病院の会議室をお借りしまして、座学から

実技などさまざまな研修を行っております。 

 こちらがその時々の研修会の案内で、県

内の施設さんへ郵送しております。今では

県内ほぼ全施設さんに宛てて郵送しており

ます。 

 

 ちなみに、４回目と６回目は新人さんの

教育を対象としましたので、ひよこのイラ

ストを入れた内容になっております。 

 研修会の参加人数ですが、グラフで見ま

すと、第２回、第４回、第６回が実技を含

めた研修になっております。第１回、第３

回、第５回は総会の後のテーブルディスカ

ッションになっているので、どちらかとい

うと参加人数が少ない感じになっています。

第２回に関しましては、貯血式自己血液輸

血の実技講習としましたので、定員を 20 名

に制限させていただきました。 
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 県立中央病院の会場を借りて行いました。 

 第４回の 87 人という数字ですが、これも

最初は 50 名の募集人数だったのですが、問

い合わせが思ったより多くて、急遽、会場

となる会議室のテーブルを撤去するという

事態に陥りまして、こちらとしてはうれし

いハプニングとなりました。テーブルを全

部撤去して、倚子だけになってしまったの

ですが、ぎゅうぎゅうでやっています。こ

のときは新人さんが対象でしたので寸劇を

しました。 

 こちらとしては、参加人数が増えるのは

とてもうれしいことだったのですが、座学

も含めた研修会ですので、アンケートにテ

ーブルが欲しいという要望が多くありまし

たので、その反省点を踏まえて、前回の第

６回では定員を先着順にして、大体 50 名程

度の研修会として、より効果的な会を進め

ました。 

 研修会に参加してくださった方へのアン

ケート結果の一部です。 

 参加目的としましては、輸血に関する自

分の知識の復習や再確認が 28％と一番多く、

次いで基本的な輸血業務や知識・理解を深

めるため、そして、自施設のマニュアル作

成や改定の参考にしたいという方もおりま

した。 

 次に、研修会に参加して参考になったか

という質問では、参考になったと答えてく

ださった方が 94％、やや参考になったとい

う方が４％と、98％の方が参考になったと

いうことでした。 

 

 そのほかのご意見としましてはこのよう

なものがありました。副作用などの理解が

深まった、寸劇などわかりやすかった、○

×クイズなど楽しく学ぶことができた、学

んだことを今後の職場に生かしていきたい、

新人ナースには特にお勧めの研修会だと思

いました、などなど、アンケートに書かれ

た意見でした。 

 

 これらのアンケートの結果から、これか

らの養成部会の活動としましては、継続的

な輸血に関する研修会を同様に年に１回か

ら２回の目安で開催したいと思っています。

できれば、輸血研修の入門編を各施設さん

の新人研修の一環として活用していただけ

れば、茨城県内の輸血業務に関して、標準

的な手技や知識を会得できるのではないか

と考えております。 
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 また、輸血認定看護師養成部会について

の周知活動を積極的に行っていきたいと思

います。 

 それと同時に、県内の輸血関連認定看護

師の育成として、資格取得までの内容や相

談、勉強会の検討も考えてまいります。 

 今後とも、茨城県輸血関連認定看護師養

成部会の活動にご支援、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

○佐藤(宏)座長 

 ありがとうございました。 

 この３年間でこれだけの実績を上げて、

これからますます頑張ってもらわなければ

いけないかなとは思うのですが、会場の皆

さん、何かご質問とかご意見とかございま

すでしょうか。 

 高野先生、もう少し周知したいなという

思いはございますか。 

○高野 

 看護協会の認定看護師ではないので、病

院の中でも、その資格取得に対する理解を

得られないというのもありますし、このア

ンケートの中には書いていないのですが、

この部会自体を勘違いされている方が多く

いて、輸血以外にも、がんのことをやって

くださいとか、フットケアをやってくださ

いという内容も実際にあるので、まず周知

活動をどう行っていくかが問題なのですが、

例えば、ご案内にしても、大きい施設さん

だと、どこの部署に行くかがわからないと

いうのが一つありまして、上のほうで止ま

っている場合もありますし、検査部で止ま

っているときもありますしというのもあっ

て、末端がどこまで行っているかがわから

ないので、できれば、ほかの県の方々のを

見ると、ホームページ作成とかもやられて

いるところがあるので、おいおいそういう

ふうにできたらなと思っておりますが、ま

ず一つは、茨城県看護協会が協力してくだ

さっているので、それを強みに周知活動を

していきたいと思います。 

○佐藤(宏)座長 

 この存在自体も少し知らしめなければい

けないかなというところがございますかね。

これは医療全体にとってそうなのですが、

今や医師だけでできるものではない。看護

師だけでできるものではない。社会全体を

含めて対応しなければいけない時代になっ

てきていますので、そういった中でいろい

ろな職種がいろいろなことを協力し合って

ということがぜひ必要だと思うのです。 

 当然、行政も含めての活動になってきま

すし、医師会なども含めて、各医療施設に

こういった養成部会があるのだぞというこ

とを周知していけばまた違ってくるかなと

思いますし、私、施設では副院長という立

場ですが、病院の幹部自体がこういったも

のを十分理解した上で、しかも、せっかく

トレーニングを受けて、知識と技能を身に

付けた看護師さんが、看護師の配置があっ

たり勤務時間があったりと難しいところで

はありますが、せっかく取った資格を十分
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に生かせるような勤務体制をつくっていく

ことも、私の立場としては考えなければい

けないかなと常々思っております。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○質問者 

私自身が輸血関連の看護師さんが欲しい

なと前から思っていまして、そのうち療法

委員会にかけてとか、仲のいい看護師さん

にお誘いしたりとかというプランを頭の中

では考えていたのですが、実際に県の中で

養成部会がしっかり出てきているのであれ

ば、今、周知という話があったので、周知

文だったり、こういうことをやっています

よというＰＲみたいなものをいただけたら、

それを看護師のほうに持っていきながら、

こういうことがあるからやろうよというこ

とが、看護師さんがそういう気になってく

れるかなと思ったので、何かできたらなと

思いまして、発言させていただきました。 

○高野 

 ありがとうございます。 

○佐藤(宏)座長 

 ありがとうございます。 

 こうやって周知して、先ほど、80 何人か

の多数の参加者で研修会が大変だったとお

っしゃっていましたが、いずれはカシマス

タジアムでやりますか。そういった夢を持

ちながら、これからもぜひ皆さん、協力し

ていただきたいと思います。 

 では、ちょっと時間が早かったですが、

これで終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 
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教育講演１ 

 

 

「 症 例 に 学 ぶ 」             

福島県立総合衛生学院 安田広康 

 

 佐藤先生、過分なご紹介、どうもありが

とうございます。 

 私は、昭和63年から平成25年の26年間、

福島県立医科大学の輸血・移植免疫部に大

戸斉先生のもとで修行いたしまして、技師

として学んできたこと、また、海外に発信

できた４症例についてきょうはご紹介した

いと思っております。ご清聴よろしくお願

いします。 

 

 我々臨床検査技師が日常で求められる血

液学的な問題解決というのは多々ありまし

て、特に、比較的 ABO のオモテ・ウラの不

一致、あるいは、抗体スクリーニングをし

たときに予期せぬ不規則抗体が出現する。

またそれが非常に低力価で、その検出に困

ってしまうということがあると思います。 

 そういう中で、独自のアイデア・工夫と

いうのが必要になってくるのですが、どう

してもそれがうまくいかないという場合に

は、その道のプロといいますか、専門の人

に尋ね、また相談を受けながら問題解決し

てくるということで、何らかのそういった

既成概念、あるいは固定観念からの脱却、

break through というのが求められるとい

うことになっております。 

 まず、オモテ・ウラ不一致からなのです

が、この原因は、赤血球側に原因がある場

合というのはオモテ検査に影響があります。

血漿側に原因がある場合は、これはウラ検

査に影響があるというのが一般的ですが、

例外は幾つかありますので、その辺につい

ても含めてご紹介したいと思います。 

 通常、不規則抗体検査は血液型と一緒に

やるのですが、血液型検査の不規則抗体が

陽性で、ABO のウラ検査が陽性になった場

合には、通常、我々、連銭形成や高γ-グロ

ブリン血症等を疑います。また、不規則抗

体が存在したときにも、ウラ検査が陽性な

ら、特に冷式抗体といわれる抗 M、抗 P、抗

Leａ等があった場合です。あとは寒冷凝集素

があったときにはオモテ検査にも影響があ

らわれてくるということになります。 

 不規則抗体スクリーニングが陰性で、オ

モテ検査で陰性になってくるという場合、

これはちょっと例外なのですが、血漿中に

腫瘍が産生する A 型物質や B 型物質があっ

た場合、血球の洗浄が甘いと、その型物質

で抗体が中和されてしまって、偽陰性化し

てしまうという場合があります。 

 また、抗原が減弱している場合には、陰

性化、あるいは弱陽性となる場合もありま

すし、また、ABO 血液型の亜型、あるいは

異型適合の移植をされた場合等、ミックス

フィールドという形で出現する場合もあり

ます。 

 また、血液疾患では、ミックスフィール

ド、あるいは抗原減弱というものが両方認
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められる場合、特に MDS の場合です。 

 あと、オモテ検査が陽性になる場合なの

ですが、これは潜在抗原、特に重症感染症

等で汎血球凝集反応とか、あとは獲得性 B

とか、そういった場合にも陽性になる場合

があります。 

 ウラ検査でマイナスになる場合ですが、

これは抗 A、抗 B の消失、あるいは欠如、

新生児の場合にも当たり前にそれはあるこ

とですが、移植後にアナジーを獲得して、

本来ある抗体がなくなってしまうという場

合もあります。 

 それから、逆に抗 A、抗 B が移行抗体と

いう形でお母さんから児のほうに移行して、

本来存在しない抗体が出現するという場合

もあります。 

 今回経験したものは、EDTA の存在下で凝

集活性を示す抗 B 自己抗体、これについて

ご紹介したいと思います。 

 これは、Transfusion に 1997 年に報告し

たものでありまして、カルシウムが何らか

の形で影響を及ぼしているということなの

ですが、ウラ検査に用いる試薬の中には

EDTA が入っておりまして、その EDTA が入

っていることで、これは凝血を抑えるため

なのですが、それが悪影響を及ぼしたとい

うところです。 

 

 症例は、80 歳代の男性で、既往歴として

肺結核があります。現病歴としては房室ブ

ロックで、冠静脈の形成術をするというこ

とで、血液型、あるいは不規則抗体スクリ

ーニングのオーダーがありました。 

 オモテ検査で抗 B で反応しているので B

型ですね。本来であれば A１血球だけなので

すが、B 血球とも反応する。ウラは O 型と

いうふうに判定するということで、いわゆ

るこれがオモテ・ウラ不一致なのですが、

不規則抗体スクリーニングをやったところ

陽性になりまして、いわゆる冷式の抗 Leａ

が検出されました。当初、これがいわゆる

オモテ・ウラ不一致の原因ではないかと思

っていたのですが、ウラ血球の B の抗原検

査をしてみると Le
ａはマイナスだったとい

うことで、では何なのだろうということに

なったわけであります。 

 通常、こういう場合はウラ検査の血球を

洗って検査するのですが、洗ったところが、

通常は A１血球は何もしないときは凝集し

てくるわけです。患者のほとんどが凝集す

る。ところが、洗うとこれが陰性化してし

まうのです。O とは全く反応しないという

ことですので、これは EDTA が関与している

抗体も考えられるのですが、特異性として

は、抗 B 特異性を持つような自己抗体では

ないかということで、このとき、そういっ

た EDTA に対する抗体ということがいわれ

ていたので、これかなと初めは思っており

ました。 

 いろいろ検討を進めていくと、ちょっと

違ってきたのですが、実際に、この抗体と

いうのは 4℃で 128 倍、37℃まで温めると

16 倍ということで、温度が高いと反応が弱

くなる。つまり、遺伝子による冷式抗体の
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反応、これを DTT 処理するときれいに陰性

化されるということで、この抗体は、通常、

IgMだというふうに我々は解釈いたします。 

 これに血清に加えるキレート剤を濃度依

存性にふってあげますと、2.5mM/L 以上に

なると凝集が出現するけれども、それより

も少ないと凝集が起こらない。 

 特に、これは EDTA、EGTA なのですが、カ

ルシウムと 1：1でがっちり結合するのです

が、クエン酸の場合にはその 10 倍量がない

と起きない。これはキレートの力の違いだ

と思うのですけれども。いわゆる血清濃度

以上のキレート剤を添加すると凝集が出現

するということがこれでわかりました。 

 

 

次にやったのは、まず、この患者さんの

抗 B 自己抗体を Synsorb というＢ型の３つ

の糖鎖しかない非常にシンプルなもので吸

着をして、酸解離をして、それにカルシウ

ムをいろいろな濃度でふってみた。そうし

ますと、0.25mM/L 以上になりますと凝集が

出現するけれども、それ以下の場合には存

在しない。もちろん通常の A 型の持ってい

る抗 B というのはそういったカルシウムの

影響は全く受けないのですから、こういう

性質が認められたということで、これはい

わゆる 0.25mM/L 以下になると凝集が出現

する。通常の 10 分の１です。そうなってく

ると出現してくる。ですから、通常の血漿

ではもうこんな条件というのはあり得ませ

んので、何らこの抗体には影響はないので

すが、試験管内の反応としてこういうこと

が起こるということがわかったわけであり

ます。 

 今度、血清に EDTA を加えて吸着特性を見

たのですが、健常時の B 型、あるいは患者

のB型の赤血球はEDTAを存在した上で吸着

をしますときれいに吸着されますが、なけ

れば吸着されない。ところが、唾液、ある

いは先ほど吸着に使った非常にシンプルな

ガラクトース、フコース、ガラクトース、

この 3 つしかない B 型の最もシンプルな型

なのですが、これでもって吸着した場合に

は、EDTA があろうがなかろうが関係ないと。

しかしながら、ほかの B、A、あるいは Gで

すね。ですから、これは通常の B の型、特

異性は示さないのですが、こういうもので

は吸着されないということで、要するに、

赤血球膜上の B 抗原とこの抗体は反応する

のだということが、しかも何らかの形でカ

ルシウムが阻害するのだということがわか

ったわけであります。 

 次に、赤血球の膜がもしかしたらカルシ

ウムが関係して何らか影響しているのでは

ないかと思いまして、グルタールアルデヒ

ドで固定して、濃度を少しずつ強くしてあ

げますと、凝集がだんだん弱くなってくる

ということがわかりました。 

 このことから、赤血球の膜成分を固定し

て立体構造変化を阻害すると凝集が抑制さ

れるのではないかと考えたわけであります。 

 1971 年に、Forstner という人たちが、赤

血球膜にあるカルシウムを検討していまし

たところ、血漿の約 20 倍の量のイオン化カ
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ルシウムというものが、主に蛋白に 8 割、

残りの 15％は脂質と結合しているというこ

とを報告しております。 

 また、1975 年に、Pinteric という人が、

赤血球膜のゴーストを使って、血漿と同じ

濃度のカルシウムを加えてインキュベーシ

ョンするとこういうスムーズなものになる。

しかし、EDTA を加えてカルシウムをフリー

にしてあげると、こういったミクロフィラ

メントが出現してくると。この反応という

のは、また 2.5mM のカルシウムを添加する

と、またスムーズに再現する。元に戻ると

いう現象を報告したということから、おそ

らく、カルシウムを EDTA で捕獲してしまう

ということによって、実は電顕レベルで見

ると、膜では非常に複雑な反応が起きてい

て、カルシウムを取られることによって、

膜の抗原構造というものが微妙に変わって

くると。そういったところと反応する抗体

ではないかということが、ある程度、スペ

キュレートしたわけであります。 

 この現象というのは、EDTA 依存性の血小

板減少症というのはご存じだと思うのです

が、あれは glycoprotein のⅡb/Ⅲa のとこ

ろに関与しているカルシウムを EDTA で取

ってしまうと、フリーの抗原と反応する血

小板の自己抗体といったもので偽減少症と

いうものが起きる。それと全く同じ機序で、

赤血球版の依存性の偽減少症というものが

起きてくるということがこのときにわかり

ました。このように、赤血球の数が大体 25％

ぐらい凝集して MCV が大きくなっているの

ですが、そういうことが起きるということ

がわかりました。 

 

 以上から、本症例から学んだことという

ことで、本凝集素は、赤血球膜上の B 抗原

のみならず、唾液中の B 型物質や合成 B 型

物質とも結合する IgM 型の自己抗体だとい

うことがわかりました。 

 イオン化カルシウム濃度が基準値の 10

分の１以下まで低下すると、赤血球膜に何

らかの立体構造変化を来して、隠れた B 抗

原決定基と本抗 B 自己抗体とが結合するよ

うになると。 

 本凝集素は、EDTA の共存下でオモテ・ウ

ラ不一致、あるいは偽赤血球減少症を起こ

すということを学ぶことができました。 

 

 次は、RhD 抗原についてのお話でありま

す。 

 RhD 抗原というのは、大体赤血球１個当

たりに 1 万 2、000 から 3 万 3、000 ぐらい

の抗原決定基が乗っかっているわけですが、
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その中でも最も少ないもの、つまり、直後

判定で血清学的には D 陰性となります。通

常、我々技師は、D 陰性確認試験というこ

とで、間接抗グロブリン試験をやって、少

ない D 抗原の有無というものを確認するの

ですが、それでやると陰性になってしまい

ます。 

 しかし、抗 D と反応した後に解離試験を

やると、そこから抗体が剥がれてきて、抗

原が少なからずあるということがわかると

いう性質のものが DEL、EL というのは

elution の略で、解離という意味です。解

離すると初めて D 抗原が検出されるという

意味の抗原であります。 

 この抗原というのは、D 陰性の 10％にあ

るといわれていまして、フェノタイプとし

て Cｅ、つまり、C抗原を持っている RhD(－)

の人がこの DEL タイプであるということが

わかっていますし、また、この DEL と特異

的な、アジアでは、第 9 エクソンを形成し

ている 1、227 番目のグアニン、アデニンに

置換されている。そういったところで、第

9 エクソンに由来する蛋白というものが合

成されないということによって、いわゆる

D 抗原の発現が抑制されているということ

がわかっているものであります。 

 

 これは、そういった DEL という抗原は本

当に少ないのだけれども、過去に抗体を持

っていた人で、それが消失して、輸血をす

ると、その抗原で二次免疫応答で抗体が産

生すると。本当はマイナスを入れているに

もかかわらず、何で抗体ができたのだろう。

そういうことで驚いた症例がこれでありま

す。 

 60 代の女性なのですが、B 型、RhD(－)

で、20 年前に消化管出血のために D陽性の

赤血球を輸血してしまい、抗 D を産生して

おりました。ところが、その抗体はある時

期から消失してしまっておりました。この

とき、消化管出血のために輸血が必要とな

って、検査をしたところ、抗体スクリーニ

ングは陰性、また、輸血直前にやった抗体

スクリーニングももう一回やはり陰性だと。

2回確認しております。 

 2000 年 7 月から 2001 年 1 月の 6 カ月間

に交差適合試験陰性の RhD(－)を 19 本輸血

した。マイナスを入れているのです。にも

かかわらず、突然、その 1 カ月後に抗 D 抗

体が出現して驚いたということです。 

 DEL 赤血球によって抗 D 抗体が産生する

のだろうか、再燃するのだろうかというと

ころで、実際に輸血した製剤のドナーサン

プルが血液センターに保管されているとい

うことで、どうしてもそこを突き止めたい

ということで、当時の血液センターの所長

さんにお願いいたしまして、中央血液セン

ターのほうで検体を提供してくださるとい

うことで、実際にその検体を持って中央血

液センターに行って、私が DNA タイピング

して、各製剤の抗原というものを見たもの

であります。 

 そのときに石川先生の協力を得てやった

わけですが、こういった D 抗原を検出する

ためのプライマーをセットしていただいて、
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それを使って検査をした。 

 

 そうしますと、DEL の場合ですと、特異

的なバンド、100bp のところですが、ここ

のところに陽性のものが来る。227G という

のが正常な D の人が持っているやつなので、

D の正常に出るのが 4 と 5 なのですが、こ

れを持っている。だけど、DEL の場合だと、

ホモの場合はこれです。ヘテロの場合には、

正常のものと DEL の遺伝子、1227A という

ものを両方、ヘテロで持っている。いずれ

にしても、この 2 つが入ると免疫刺激を受

けるのではないかと考えられたわけであり

ます。 

 その製剤というのが最初に受けた 19 本

のうちの 1 本に含まれていたということで、

そのときの抗体価を見ると 8 倍だった。そ

れが、その後、マイナスのものがずっと入

っていたのですが、徐々に徐々に抗体価が

上がっていって、マックスで 128 倍までに

なりました。1 年半後にまたプラスが入っ

ていたのですが、これは後からわかったこ

とですが、一旦下がったように見えたとこ

ろに、入ったことによってまた元に戻った

という臨床経過をとったわけです。 

 

 DEL というのは、先ほども言いましたよ

うに、正常な赤血球に比べて、大体 10 分の

1以下ぐらいまで低下します。これは通常、

アメリカに多いタイプなのですが、日本の

場合には、weakD は 15、あるいは 24 という

タイプのものなのですが、いずれにしまし

ても、大体数千から数百ぐらいいます。し

かし、DEL というのは極端に少なくて 22 ぐ

らいしかないのです。今回入ったのは、こ

の 22 個しか赤血球１個当たりについてい

ない。こういうものが入ったことによって

二次免疫応答をジャッジすることが可能で

あるということを証明したというところで

あります。 

 文献学的ないろいろなレビューをしてみ

ますと、これが今回我々が発表したものな

のですが、実はこれは私が見つけたわけで

はなくて、星病院の佐久間さんという技師

の方が星病院の患者の症例で見つけたので

すが、直接抗グロブリンは陰性なのです。

本当はここでは陽性になってくるはずなの

だけれども、抗原決定基の数が少ないから

陰性のままで、溶血所見というのはなかっ

た。 

 その後、続々と DEL によって抗体ができ

たという報告が出てきて、2007 年には、あ

る病院の別な佐久間さんから報告があって、

ここは抗体価が非常に高いですが、4、096
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倍まで上がる。直接抗グロブリンが弱陽性

になる。D が解離されたのだと思います。

だけど、溶血所見はなかった。 

 その後、2012 年に Shao という中国のグ

ループも同じような DEL で抗体を産生して、

二次免疫応答であがってきたということで、

3 例のうちの 2 例で増強しない。むしろ下

がってしまう。つまり、巻き込み現象が起

きて、間接ビリルビンが上がった。また、

この症例については余り輸血効果がなかっ

た。間接ビリルビンが上がったという報告

をしております。 

 もう一方、今度は一次免疫応答を起こす

かどうかというところなのですが、Wagner

というドイツのグループなのですが、これ

は妊娠歴があるのですが、これは D マイナ

スの人で、これは免疫刺激は関係ないので

すが、それで起きたというところ、あるい

は、韓国、中国、日本からも 1 例あって、

輸血歴のない男性で、抗 D 抗体が産生した

ということであります。 

 本症例から学んだことは、DEL は抗原量

が極めて少ない weakD の一種である。 

 RhD の 1227G＞A という特異的な allele

に由来するｍRNA は、exon9 を欠損している

ために、微量の抗原しか発現できない可能

性がある。 

 しかし、赤血球膜上には、その抗原、正

常な epitope を持っていますので、それが

非常に完全になるわけですから、一次免疫

応答、あるいは二次免疫応答を誘発する可

能性があるということであります。 

 したがって、あるいは特に小さな子ども、

あるいは妊娠可能な女性といった患者さん

への輸血は、DEL を除外して、D陰性の輸血

が望ましいのではないかというのが我々の

考えであります。 

 

 次は、新生児溶血性疾患のお話をしたい

と思います。 

 抗 M 抗体の話です。これによって新生児

溶血性疾患を起こした場合の話なのですが、

通常、IgG の抗体というものは赤血球で架

橋できませんで、普通、凝集は起きない。

また、こういうふうに糖衣、グリコカリッ

クスといいまして、シアル酸とか何か含め

た糖鎖構造がいっぱいあって、なかなか中

まで入っていけないのです。ですから、抗

D なども IgG の場合ですと反応が非常に悪

い。ただ、ブロメリンでこの辺の糖衣を全

部カットしてあげますと、酵素法だと抗 D

抗体とか Rh 系の抗体というのが増強する

というのはそういった理由からになります。

しかし、M 抗体というのは、抗原が

GlycophorinA の先端付近に存在するもので

すから、IgG であっても凝集をする。つま

り、生理食塩液でも IgM や IgG であっても

凝集を起こすことができるということがわ

かっております。そういった性質を持つ抗

体であるということです。 

 この症例は、抗 M で新生児溶血性貧血を

起こしたのですが、特に遅発性の貧血を伴

う HDFN を起こしたというところがポイン

トの症例報告であります。 

 母親は 20 代で、A 型で、RhD(＋)の
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M(－)N(＋)の患者で、第１子は妊娠 39 週に

子宮内で亡くなっております。そのときに

感作されたのだと思うのですが、抗 M 抗体

価が未処理で 4 倍、いわゆる反応増強剤無

添加の間接抗グロブリン法で 4 倍でありま

す。ところが、DTT 処理して IgM を壊しま

すと、生食法ではマイナス、通常の間接抗

グロブリン法では陰性だったのですが、力

価 1 倍を測定できる変法でやるとそれを検

出することができた。これについては後ほ

どまたお話しします。 

 

 児は A 型の D(＋)で、M(＋)N(＋)のヘテ

ロです。出生後、皮膚黄疸が著明で、ビリ

ルビンが 14.8、ヘモグロビンが 8.6、LDH

が 764、ハプトグロビンは検出感度以下と

いうところでありました。 

 そういった変法なのですが、通常は、原

法の場合、血漿ないし血清 1に対して 0.01M

の DTT を 1：1 で加えて、終濃度を 0.005M

にしますけれども、これだと 2 倍希釈され

てしまうのです。ですから、できるだけ希

釈を抑制するために、血漿 9に対して 0.05M

のものを 1加えて、10 倍希釈することによ

って、正確には 1.1 倍ですが、最終濃度で

0.05 にするという方法をとって、できるだ

け 1 に近い状態で試みる方法がこの変法で

あります。 

 ここで注意すべきは、きちんとコントロ

ールを立てるということが重要で、いわゆ

る M(－)の赤血球を必ず陰性対照として立

てるということ、それから、もう一つは、

DTT の処理ができているかどうかというの

を試薬対象として、通常の抗 A/抗 B 抗体、

オモテ検査に用いる、IgG型のものですが、

それを 32 倍に希釈したものを立てて、きち

んと処理することを確認する。こういった

ことをした上で、陽性に出るかどうかを見

るということが重要であります。 

 臨床経過ですが、出生直後は非常に高ビ

リルビン状態、中度でのビリルビン血症が

あった。それが 2 週間ぐらい過ぎてからど

んどん下がってくる。LDHも下がってくる。

しかし、ヘモグロビンは一向に上がってこ

ないのです。それで、200cc を 3 分割した

分割の赤血球を入れる。そのときにはちゃ

んと上がるのですが、また下がってくる。

というのは、自分の赤血球というのは、レ

チクロの動きを見るとわかるように、全然

レチクロが上がってこないのです。むしろ

下がってくる。大体 24 日ぐらいがナディア

になって、これではだめだというので、主

治医はステロイド療法をした。これは多治

見病院の小児科の先生なのですが、ステロ

イドを使ったところ、急激に赤血球が上が

ってくる。レチクロが上がってきて、ヘモ

グロビンも回復してくるということが、こ

ういった臨床経過をとった。 
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 こういった症例というのはほかにどのぐ

らいあるのだろうということで、文献的な

レビューをしましたところ、1975 年から

2012 年の間に 34 例の抄録レベル、あるい

は論文レベルの報告があった。その中で調

査してみたところ、母親が 32 例で、抗 M抗

体価の中央値が 64 倍、うち 29％が 16 倍以

下という非常に低いところで起きている。 

また、児に関しては、ヘモグロビンが中

央値で 6.1 グラムと非常に貧血が強い。死

産が 15％いるということがわかりました。

貧血が重症化するということがわかってい

るのですが、この機序というのはまだ明ら

かではないわけでありますが、一つのスペ

キュレーションという形で、その中で網状

赤血球の報告があった症例について、その

絶対値とヘモグロビンの関係を見たのがこ

れでありますが、通常は、当然、貧血があ

れば網状赤血球が増えてくるということで、

逆相関の形をとるのですが、この場合は正

の相関を示す。貧血が非常に強いにもかか

わらず網状赤血球の数が少ない。つまり、

造血度が落ちているといった症例で、この

赤は貧血が重症化して胎児水腫を起こした

り、最も強いものは新生児死亡という形で

亡くなっているとうことがわかったわけで

す。 

 ということで、考察ですが、抗 M 抗原と

いうのは、赤芽球前駆細胞にも存在してい

て、GlycophorinA の先端に赤血球 1個当た

り大体 100 万コピー、ABO 抗原と、特に A

抗原と同じぐらいの量があって、胎盤を通

過した母親由来の IgG の抗 M というのは、

骨髄内で分化・成熟中の赤芽球前駆細胞に

アタックして、赤血球系の造血の抑制をす

るのではないか。これが一つの重症化の原

因ではないかと考えております。 

 

 こういった機序で起こる HDFN について

はもう既に抗ビック K で証明されています。

また、Belfast といわれるような、今と同

じように GlycophorinA に乗っかっている

稀な抗原に対する抗体なのですが、これで

も証明されておりますし、同じ Glycophorin

の中でもこちらは C にある Gerbich の 3 に

対する抗体にやったときも、骨髄抑制によ

る貧血の重症化を起こすということで、

Gerbich3 の論文を書いた人たちは、おそら

く、Apoptosis を誘導して赤芽球前駆細胞

を破壊しているのではないかということを

考察しております。 

 実際に彼らが見たやつですが、このよう

に、Gerbich3 で、cell line、いわゆる K562

という、これは、Glycophorin の C を非常

にリッチに特に発現しているやつらしいの

ですが、それと反応させたところ、未処理
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の場合はこうなのですが、処理した後はこ

んなふうに非常に突起を出したり、ないし

は液胞を形成したりという形で、いわゆる

apoptosis の形状を呈していたということ

であります。 

 実は、我々の経験した症例の第 2 子もや

はり同じような経過をとりました。このと

きには、もう既に、もしかしたらそうなる

のであろうということで、きちんとカルチ

ャーアッセイ、要するに、CFU-E を抑制す

るかどうかということを見ようということ

で、北海道ブロックセンターにあらかじめ

お願いしておいて、その資料を多治見病院

から送っていただいて、証明することがで

きました。 

 つまり、健常児に対して、母親の血清を

添加することによって、CFU-E が 63％抑制

される。これはホモの場合です。ヘテロの

場合もほぼ同等、57％抑制される。しかし、

児のほうは 40、39％、児のほうは消費され

ていますから、その分だけ弱いのですが、

いずれにしましてもコントロールに比べて

抑制されるということで、いわゆる前駆細

胞の抑制が起こるのだろうということがこ

こで証明されたわけであります。 

 したがいまして、サマリーですが、いわ

ゆる同種免疫において、母親が自分の持っ

ていない抗原に対する抗体、これが母児間

輸血によって入ってきた。通常、初期反応

の場合には IgM、これはもうブロックされ

て児には行かないのですが、2 回目以降の

妊娠の場合、産生された IｇGが胎盤を能動

的に輸送されて児側に行くわけです。そう

すると、児の不適合抗原と反応して、この

場合は M ですが、M と反応して、感作され

た赤血球がマクロファージによって Fc 

receptor で認識されて貪食を受けて、血管

外溶血という形で崩壊されていく。 

 もう一方は、いわゆる progenitor の細胞

に作用して、ここでアポトーシスを起こす

ことによって、この機序というものが遅発

性貧血、あるいは貧血の重症化に関与して

いるのではないかというのが我々のスペキ

ュレーションであります。 

 本症例から学んだことというのは、抗 M

というのは、検出限界の抗体であっても

HDFN を発症し、出生後に遅発性貧血を起こ

して貧血が重症化することがある。 

 抗MによるHDFNにおける貧血の重症化に

は、免疫学的な機序と造血の抑制と、その

2つが関与するのではないか。 

 特に遅発性貧血の場合には、造血抑制と

いうものが関与しているのではないかとい

うことになっております。 

 

 したがいまして、遅発性貧血の早期発見

には、抗体価にかかわらず、ヘモグロビン

値と網状赤血球のモニタリングを出生後の

児においては経過観察する必要があるとい

うことを学びました。 

 実は、今年の Transfusion に、中国のグ

ループが、我々と同じ切り口で、自分たち

の症例報告した過去のレビュー、3 症例と

本レビューしたもの、あと我々の症例と、

それから、韓国人、マレーシア、その他白
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人の 70 症例について調査した結果につい

て、Transfusion の最新号に報告されてい

ます。ほとんど同じです。抗 M の抗体価と

いうのは中央値で 64 倍、また、その抗体価

というのは約 24％が 16 倍以下である。児

についても、ヘモグロビンが 6.4 と非常に

重症化を起こしていて、約 10％が死産、あ

るいは新生児死という形で重症化するとい

うことを報告しております。 

 

 次は、同種抗体による溶血で、いわゆる

遅発性溶血性貧血というのは、我々検査技

師においても非常に重きを置いているとこ

ろなのですが、その機序をまず話した上か

ら症例について報告をしたいと思います。 

 まず、不適合抗原に抗体が反応しますと、

血管が溶血をするのですが、それはご承知

のように、Fc receptor を使ってマクロフ

ァージが認識して、それを貪食するという、

いわゆる血管内溶血の機序をとるわけであ

ります。 

 ところが、補体も陽性になってくる場合

があります。こういう場合というのは、い

わゆる貪食、いわゆるオプソニン化ですが、

それがもっと強く起きる。それは Fc 

receptor のみならず、補体 receptor を赤

血球にくっついている C3b、あるいは C3d

といったものと認識して、両方で認識して

貪食するから、この貪食がより強く起きる

ということで重症化しやすい。 

 さらに、抗 Kidd のような抗体の中の一部

には、補体抑制因子よりも優る補体価の活

性化があると、血管内溶血という形で起き

て、輸血された赤血球は全部壊されてしま

うので、通常、こちらの場合ですと、直接

抗グロブリンが陽性になるのですが、陰性

になってしまうということも稀にあるとい

うことがわかっております。 

 

 実際に我々が注意しなければならないの

は、3カ月以内に輸血歴がある患者さんで、

直接抗グロブリンが陽性になった場合、あ

るいは、交差試験での自己対照が、これは

ほとんど直接抗グロブリン試験と同義です

が、あったときどう考えるかということで

あります。溶血所見がなければ、それは臨

床的には意義がない。仮に自己抗体だとし

ても、それは非溶血性の自己抗体である。

また、同種抗体であっても、溶血を起こさ

ない同種抗体もありますので、これは意義

が全くないわけではないのですが、こちら

はそんなに重きを置かなくてもいい。 

 問題なのは、こちらの溶血所見がある、

起こすような同種抗体が起きた場合にどう

するかというところです。 

 通常、臨床検査技師は、まず届けられた

検体、遠心した後の上清をいつも観察しま

す。まず、きれいに黄色い色をしている、
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あるいは赤血球の量が血漿と見合うリーズ

ナブルな量であれば、何もないな。もちろ

ん貧血の場合には減るわけですが、この上

清が黄色が強い、山吹色になっているとか、

黄疸が強いような場合、あるいは、赤みが

かっているという場合には、もしかしたら

溶血が起きているのではないかということ

を類推するわけであります。 

 輸血学会のヘモビジランスでは、こうい

った溶血に対する定義、ヘモグロビン、LDH、

トータルビリルビン、ハプトグロビン、こ

ういったものがありますが、ここまでいか

なくても、軽度の溶血性貧血というのは

我々は見逃さないようにしようとしている

ところであります。 

 

 もう一つ、問題になるのは、溶血なのか、

それとも肝機能障害なのかということです。

というのは、トータルビリルビン、あるい

は LDH が上昇しているというのは、溶血だ

けではなくて、肝機能障害でも起きてくる

わけですから、これをどういうふうに鑑別

するのかというところについてお話しした

いと思います。 

 まず、色調で見る場合ですが、通常、抱

合型ビリルビンの場合には、空気に触れま

すと、酸素によってビリベルジンになるか

ら、保管した検体、特に 3 日目ぐらいの検

体を見ると緑色がかっている。それはもう

抱合型ですから間接抗ビリルビンではない。

いわゆる赤血球の崩壊ではなくて、何らか

の肝疾患によるものではないかということ

はある程度類推しますが、時間が経過しな

いとそれはわからないわけです。 

 ではどうすればいいのかというと、LDH

が重要になってきます。ただし、LDH の場

合には、いろいろなアイソザイムがあって、

LDH の 1 と 2 は赤血球に由来するものが比

較的多い。これに対して肝臓はどうかとい

うと、肝臓は、1、2 ではなくて、LDH の 5

なのです。これが一つの鑑別のポイントに

なってくるのですが、これは溶血の場合に

は、1 と 2 は優位に上がってきます。急性

肝炎の場合には、同じ LDH が上がっても、

アイソザイムを検査すると 5 の比が上がっ

てきます。 

 これをどういうふうに鑑別すればいいか

という話なのですが、その前に半減期を見

てみるとわかるのですが、LDH の 1 と 2 と

いうのは半減期が大体 3 日ぐらいなのです。

それに対して、LDH の 5 というのは 9 時間

しかない。大体これの 8 分の 1 ぐらいしか

ない。そうすると、こちらは赤血球由来、

こちらは肝臓由来ということになるわけで

す。 

 そのとき、AST も考えてみます。AST もこ

んなふうに肝臓以外にもいろいろなところ

に存在して、もちろん赤血球にもあるので

すが、これの半減期はどうかというと、こ

れは大体 11 時間から 15 時間で、LDH5 とほ

とんど同じです。つまり、AST と LDH の 5

というのは同じように動くということがこ

れでわかると思います。 

 したがって、LDH と AST の比をとると、

こちらの溶血の場合には半減期が長いから
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比は非常に大きくなる。それに対して、肝

疾患の場合には AST と同じように動くので、

比は大きくならないということがこれでわ

かると思うのですが、これで鑑別すること

が可能であります。 

 このパラメータを使って、では実際にど

うなのかというのを見たのが、1999 年に浜

松医大の菅野剛史先生です。これは福島県

の松川出身の方なのですが、非常にすばら

しいお仕事をしたと思うのですが、こんな

ふうに比が溶血の場合には 15 以上になる。

しかし、肝疾患の場合には 2 未満であると

いうことを彼は提唱しておりました。 

 

 問題なのは DHTR です。DHTR でどの辺で

起きてくるのか。大体輸血後 1 週間から 2

週間の間にピークを迎えることがわかって

いて、その原因抗体というのが、先程らい

出てきている Kidd 抗体なのです。これが一

番のくせ者で、非常に抗体の消長が早い。

出現しても 1 カ月から 3 カ月で半分ぐらい

は消えてしまうという抗体です。ですから、

陰性だと思って入れると、実は二次免疫応

答でぼーんと陽性に上がってくるというこ

とで、忍者みたいな困った抗体なのですが、

これをいかに克服するかというのが DHTR

を抑えるときのポイントになってくるわけ

であります。 

 この症例については、星病院の佐久間さ

んの病院で出て、Diａと Jkｂと E が 3 回連続

して起こした症例について彼女が見つけま

した。それで共同で研究したところですが、

71歳の男性で、O型で RhD(＋)の患者さん、

交通外傷で過去に輸血歴があって、このと

きは大動脈閉鎖不全でバイパス手術をやる

ということで、12単位のオーダーがあって、

それを準備血として手術に臨んだ。術中で

は 8 単位使って、術後 2 日目に 2 単位、術

後 1 週間目に、出血があるので使いたいと

いうことで 2 単位のオーダーが出た。その

とき、抗体スクリーニングをやったら、こ

のころはまだアルブミンクームスで、PEG

クームスや LISS クームスは余り主流では

なかった。LISS は使ったかもしれないけれ

ども、PEG はまず使っていなかった時代で

す。アルブミンクームスでこの施設はやっ

ていた。そして、Diａが検出されたので、12

単位中の残りの準備血で Diａ(－)だけを確

認して輸血をした。そうしたら、10 日目に

ヘモグロビンが低下して、トータルビリル

ビン、LDH が上昇した。16 日目にまた貧血

のために輸血をしたいということで、その

ときに抗体スクリーニングをしたところが、

抗 Kidd(a)というものが見つかって、この

ときの輸血には Diａ(－)、Jkａ(－)、このと

きはクロスマッチしたのでしょうけれども、

輸血して、凌いだということです。その後、

49日目に貧血が緩やかに続いていて、発熱、

あるいは倦怠感が消えないというので、抗

体スクリーニングをしたところが、抗 E 抗

体の 1 倍が見つかった。このときには 2 単

位、それぞれマイナスのものを輸血したと

いうものであります。 

 これはテキストに入れていなかったので

すが、そのときの抗原を見たものになりま
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す。これも血液センターに行ってジェノタ

イピングをしてきて明らかになったもので

すが、E が輸血用の準備血の中、あるいは

輸血後の中に含まれていた。Kidd(ｂ)もそ

うで、Diａは最初のところに 1本入っただけ

です。いずれもアルブミンクームスによる

スクリーニングはこのときは陰性だったも

のですが、2 単位輸血しているということ

で、これだけの不適合の抗原を持つ赤血球

が入ったことによってどういった臨床経過

をたどったかというと、こういう感じです。 

 ヘモグロビンがどんどん下がってきて、

下がってきたので輸血をした。これは手術

のときです。それで 2 単位を入れて、少し

上がったのですが、また下がってきた。こ

この段階で Diａが見つかって、ここのとき

に Jkａが見つかる。ここのところに E が見

つかるという形です。そのときにトータル

ビリルビン、AST が 2 回ピークがある。こ

れはおそらく抗 Diａ、あるいはこの辺は

Kidd、両方合わさっているのかもしれませ

んが、そういった形で LDH がこんなふうに

ずっとなだらか下がってくるというような

状況になっていた。 

 これで実際のLDHとASTの比を見ますと、

35.1、65.4、19.7 ということで、15 以上、

これは明らかに AST よりもはるかに高い

LDH が上がっているので、これは間違いな

く溶血です。ここまで検査しなくても溶血

だということがわかると思うのですが、溶

血が起きたということがこれで証明できた

と思います。 

 

 もう一つの症例、これは医大で見つけた

症例なのですが、これは 50 代の男性で、輸

血歴が過去にあって、手術のために入院に

なったのですが、B型の RhD(＋)で、不規則

抗体、交差試験ともに陰性でありました。

このときは PEG-IAT を使って、抗体スクリ

ーニングで陰性であることを確認しており

ます。 

 手術が終わって、術後 7 日目に抗 Jkａと

いう抗体が、不規則抗体スクリーニングが

陽性になって検出されました。抗体解離試

験をやって、やはりそこから Jkａ抗体を検

出しております。 

 患者さんの血液型は Jkａ(－)ですので、

これは間違いなく同種抗体であるというこ

とで、この Jkａはもしかしたら溶血に関わ

ったのではないかなと考えた。実は、非溶

血性の同種抗体ということが後でわかった

のですが、これは抗体解離試験のやり方で

すが、昔は DT 解離だったけれども、今は

Diacidel という酸解離になったというお話

です。これは後で見ていただければわかる

と思います。 

 その臨床経過なのですが、ブルーが LDH

です。緑が AST です。LDH と AST がほとん

どシンクロして増加して減弱しているとい

うことがわかると思います。 

また、ここにヘモグロビンの低下、実は
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消化管出血があったのです。ビリルビンの

増加、あるいは LDH の上昇というものは肝

機能が悪くて上がっていて、ヘモグロビン

の低下というのは、消化管出血があったか

ら起きていたということが後からわかった。

だから、初め、溶血ではないかと早急に考

えたのですが、よくよく臨床経過を調べて

みると、そうではないということがわかっ

たわけであります。 

 

 そのときの LDH のアイソザイムを見たの

がこれです。このように LDH の 5 が優位に

割合的にも増えていますし、LDH と AST の

比をとると 2 未満、あるいは 2 近傍の値で

あったということで、7 日目というのは一

番増悪したこのときのデータなのですが、

こういうことから、実際に比が 2 未満にな

るということは、実はこれは溶血ではなく

て、肝機能障害だった。したがって、Kidd

抗体が出現したけれども、抗体が出たから

といってすぐ溶血だと判断するのではなく、

あれは溶血に関与していない、いわゆる

DHTR、時間の反応で出ているだけの臨床的

に意義のない抗体だったということがわか

ったわけであります。 

 本症例から学んだことは、先ほどの 3 つ

の抗体が出た症例ですが、これは輸血によ

って、High-responder という人がいると、

複数個の抗体を産生する場合もあり得るの

だということを念頭に置かなければならな

い。 

 

 したがいまして、抗体をつくる人という

のは、2 つも 3 つもつくる可能性があるか

ら、抗体を持っている人の場合には注意し

なければならないということであります。 

 DHTR を未然に防ぐためには。抗体スクリ

ーニング及び交差適合試験には適切なサン

プルと方法を用いて実施することが望まし

いということであります。 

 今現在、抗体スクリーニングには、

PEG-IAT、あるいは LISS のカラム凝集法を

使った方法、あるいは固相法、そういった

感度の高い方法でやられております。 

 しかし、サンプルについては、きちんと

輸血をしている患者さんについては、頻回

輸血の場合、3 日ごとに新しい検体を使っ

たものを使わないと低力価の抗体を検出す

ることは難しいということになりますし、

また、交差試験のときも、先ほど出た自己

対照、直接抗グロブリンと同じ意味がある

のですが、輸血を繰り返している症例であ

れば立ててやる。そうすると、抗体スクリ

ーニングが陰性でも、あるフェイズで輸血

した赤血球と新たに産生した抗体が反応し

て自己対照が陽性になる。直接抗グロブリ

ンが陽性になる。そういったフェイズを見

逃さない、そういうきっかけになるのでは
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ないかということで、先日行われた研修会

の報告会等でもそのところについては提言

させていただいております。 

 また、3番目として、LDH と AST の比とい

うパラメータは有用だと思います。特に肝

機能障害との鑑別というところにおいても、

これを必ず計算して出して、肝機能障害を

否定するという意味でも、ぜひこのパラメ

ータを使っていただければなと思います。 

 まとめに入りますが、我々、こういった

臨床の検査の中で検査技師が置かれている

わけですが、そういったところにおいては、

ミレーの『落ち穂拾い』、私の好きな絵なの

ですが、そういったエビデンスがまだまだ

落ちていると思います。そういったものを

拾い上げることができるのは我々臨床検査

技師の特権であります。したがって、そう

いった意味で、検査技師は、日ごろから落

ち穂を拾うのだという意識を持って検査に

当たるということが私は重要ではないかと

考えています。 

 

 そういった考え方というのは、私の恩師

であります大戸斉先生から教わりまして、

特に報告をしたものについては、とにかく

論文にまとめなさいと。学会発表だけで終

わってしまうというのはカラオケと同じな

のだ。きちんとＣＤデビュー、あるいは、

今はインターネットで配信する。そういっ

た形でインターナショナルにそれを報告し

ていかなければならないのだというところ

で、論文が最終的な報告だと教えていただ

きました。 

 これは僕らの仲間なのですが、大戸先生、

本当にカリスマ的な厳しい先生ではありま

すが、僕ら技師というものを本当に考えて

くださって、輸血認定技師を発案し、創設

されたのは大戸斉先生であります。そうい

った意味において、臨床検査技師がどうあ

るべきかという形で、今現在ある形の礎を

築かれた先生であります。そういった先生

に私はお世話になって、26 年間務めること

ができたというのは本当に幸せ者だなと考

えております。 

 また、ここに写真を載せておいたのです

が、この方が星病院の佐久間志津枝さんで、

若かりしころの写真なのですが、DEL で抗 D

抗体が産生する、あるいは複数の抗体を産

生するということを実質の病院で初めに見

つけた功労者の一人で、我々の大切な研究

者のグループの一人だと考えております。

この場をかりて御礼を申し上げたいと思っ

ています。 

 以上で私の講演は終わりたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

○佐藤(藤)座長 

 安田先生、ありがとうございました。 

 5 つの症例等から 4 つの病態、どう考え

て、どう検査をしていくかということを提

示していただけたのではないかと思います。 

 せっかくの機会ですので、フロアの方々、

ご質問があれば。 

  

○長谷川 
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 安田先生、ありがとうございました。 

 DEL の話についてなのですが、日本赤十

字の血液製剤で RhD 陰性とされるものの中

にも実は DEL があるということで、これを

完全には信じてはいけないというご警鐘に

なるのでしょうか。 

○安田 

 先ほどのデータにありましたように、お

そらく、稀ではあるのですが、DEL を輸血

した後に一次免疫応答も起きるだろう。あ

るいは、特に二次免疫応答でもっと起こり

やすいと思うのですが、一回感作されて、

抗 D の抗体価が下がったような症例、そう

いった場合に、DEL が 1 本でも入ると、そ

れで抗体価が上がってくるということが起

き得るということであります。 

○長谷川 

 それは各施設で調べようがないと思うの

ですが。 

○安田 

 そのとおりなのですよ。 

○長谷川 

 そうすると、それは、このような遅発性

溶血が起きたケースについて、個々で調べ

るしかない。 

○安田 

 そのとおりですね。 

○長谷川 

 ありがとうございます。 

○安田 

 ただ、一番ケアしなければならないのは

妊産婦だと思います。ドイツでは、DEL に

対するケアというのがしっかりしておりま

して、常に向こうはジェノタイピングをし

て、こういった D の抗原を遺伝子検査をし

て、DEL も含めてきちんと検出して、その

DEL をピックアップして、D(－)の小さな女

児、20 歳未満の男の子も含めて、あと妊娠

可能な 50 歳未満の女性についてはジェノ

タイピングをして、マイナスのものだけを

入れるというふうにしているようです。 

○佐藤(藤)座長 

 どうぞ、後ろの方、いきましょうか。 

○質問者 

 新生児溶血性疾患を起こす M 抗体の IgG

サブクラスがわかれば教えてください。 

○安田 

 先ほどのサブクラスは、実はわからなか

ったのです。というのは、非常に抗体価が

低いものですから、1 倍しかなかったです

よね。したがって、サブクラスを見るとき

には、おそらく、あれはある程度の力価が

ないと見られないのです。何倍かちょっと

わかりませんが、僕らはフローサイトメー

ターで見たのですが、検出できませんでし

た。 

○質問者 

 妊婦健診で M 抗体が検出された場合、

IgG4 とは反応しないグロブリン試薬を使っ

て、反応が出なければそれは問題がない抗

体と考えてしまっていいかどうかが知りた

いのですけれども。 

○安田 

 IgG4 ですか。そういう抗体があるのです

か。 

○質問者 

 グロブリン試薬です。IgG4 を除外してあ

るグロブリン試薬、IgG4 とは反応しないグ

ロブリン試薬です。 

○安田 

 抗 D ヒトグロブリンの話ですね。 

○質問者 

－ 31 －



 クームス試薬です。 

○安田 

 クームス試薬。IgG4、そういうのがある

のですか。 

 一般的に、単球が増殖するというのは、

ご存じのように IgG3 と G1 ですね。G2 と G4

に関しては臨床的にはないというか、増殖

はしないというふうに一般的に言われてい

ますが、あえてそういう抗体試薬をつくっ

たのはどんなことなのかよくわからないで

すが。 

○質問者 

 高頻度抗原とか JMH などでその試薬を使

うと反応が出ないというやつがあるのです

けれども。 

○安田 

 確かに、JMH とかの場合は IgG4 でレスポ

ンスしていることが多いというところで、

それによる干渉を除くために、つまり、引

っかかれば、わざわざ探さなければならな

いから、だから、そういうものをあらかじ

め抜いておいて、そういう干渉から免れよ

うということでしょうね、きっと。 

○質問者 

 もし M 抗体が検出された場合、そのクー

ムス試薬を使って、反応が出なければ、わ

ざわざ抗体価も測らなくていいのかな、な

んて普段思ったりするのですけれども。 

○安田 

 IgG4 が除かれていても、IgG1、G2、G3 と

は反応するということですので、もちろん、

そういった意義の高い抗体をそれで検出で

きる抗体試薬ですから、当然それでいいと

思います。 

○質問者 

 ありがとうございます。 

○佐藤(藤)座長 

 ほかにいかがですか。 

 どうぞ。 

○質問者 

 大変ありがとうございます。 

 私のほうから質問したいのですが、ABO

オモテ・ウラ不一致で、ウラが凝集した件

で、それで血小板同士のほうで EDTA 凝集が

あると、血小板も減少したり、血小板が凝

集したりして見えますので、そっちのほう

で確認されることは可能なのですか。 

○安田 

 EDTA 依存性の血小板凝集の場合には、

Ⅱb/Ⅲa に関与した自己抗体ですよね。そ

れによって起きるわけです。今回は、血小

板凝集は起きないで、自分の赤血球だけが

EDTA が入った状態で凝集を起こすという症

例だったのですが、質問のお答えになって

いましたでしょうか。 

○質問者 

 ありがとうございます。 

 あと、先ほど DEL の判定を行ったという

のですけれども、スクリーニングをすると

きの抗 D 試薬というのは何か指定等はござ

いますか。 

○安田 

 いや、それは各社いろいろなメーカーか

ら抗 D 試薬が出ていると思うのですが、基

本的には、どのメーカーのものを使っても

おそらくいいと思います。 

 ただ、D 陰性確認試験というものを、通

常、マイナスの場合にやりますが、その場

合には、IgG 成分が入った、モノクロであ

れ、ないしはアロの抗 D であれ、そういっ

たものをブレンドしたものであれ、そうい

ったものがないと検出できません。要する
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