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されている事は周知の寓と思うo
一方，保存血関係の事情から，各地でRh武皿t液型
を主眼とした集団検査が行われ始めている。

ら既に20余年を経ているが，本邦に於いては，この血

ここに於いて我々は国家検定済みの抗一A，抗B一抗

液型はあまり一般にはかえりみられずにいた。戦争に

体が塞準によつて前者はトリパソ・ブルーで青く，後

よる空白に加えて，その主たる因は，人由来の抗血清

が，本邦人から採取するには特別な研究機関以外には
非常に困難であり，輸入品としても高価であり，使用

法も従来のABO式とは異つてや工複雑である為，常

者はアクリフラビソで黄色に着色されているので，集

団検査時には，それらと異った色で動物免疫抗Rho
血清を着色しておいた方が，三者併用時に感違いによ

る誤りをさける事が出来るとの考えから・この藩色色

に各医系機関に備付けられていない事であろう。又輸

素を中心に検討しつエあるが，その際凝藥様相に多

入品も自らその量も必ずしも充分には入つて来ていな
い現状である。この困難にっいては野田等①一③が既

少の変化を与える事が気付かれた。この場合我々は手
始めとして，赤系統の色素について検討していたので・

に何度か指摘している通りであるので，ここにくどく

はふれない事にしよう。

斯る事情下では，本邦に於ける血液型学の新しい発
展は，非常に困難である事は多言を要しないが，これ

らの事態を一挙に解決するには，何としてもRh式1飢
液型を，もつと容易に判定しうる様にしなければなら

ないと考え，動物免疫抗Rho抗体作製に関する研究
に手を染め，或程度の確信を得①一④，その結果本邦
に於いて動物免疫抗Rho（D）判定用血清が既に市販

ある。

所が，これと疇を同じうして，篠原（正司）は，ア

クリフラビン添加によつて動物免疫抗Rho判定用血
清の凝集態度の改善が計られる点を指摘した。そこで

以後，相互にその点にっいて検討を加えたので，その
結果をi妓に報告する。

実験材料並方法
抗Rho血清；動物免疫抗Rho，．ulLme（以下動免抗一

18−（412）
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Dと略記）は東京標準血清株式会社製，人由来抗体と
しては，Ortho．製，
体，A．

S．

Wiener

つた。この結果を，実験法の簡易さから言えぽ1：

Nickerbocker製の不完全抗
Serum

10000〜1：15000という程度と解しておいてよかろ

Lab。の完全抗体を使用

う。

した。

C．浮游液の1血球濃度について

Acrifla▽ine：東京化成工業株式会社製のものを用

B項でアクリフラビソ濃度の大体を知ったが，凝集

い，生理食塩水に1％に溶かしたものを原液として抗

態度に密接に関係する因子として血球濃度の問題があ

血清に量的比例で添加して，その濃度を示してある。

るので，次に血球濃度との関係を見た。

凝集反応検査：夫々の抗血清に添付されている使用

前項で知られた所から，アクリフラビン濃度として

書記載の方法に従い，これを多少変化させた場合は，

は1：LOOOO〜1：15000前後にっいて，又作用血球濃

その都度本文に記載してある。

度として2％，3％，4％，5％の浮游液を用いて検し

その他の事については，血液型学一一般の常識⑤に従

つた故ここに特記しない。

た。その結果を表示すれば第2表の如くである。

これよりみると，アクリフラビソ濃度に比して，」血

．

球濃度はあまり凝集態度に影響を与えないようであ

実験成績並説明

る．併し，15分鞭後ABO式臓型判定時の如くよ

A・動免抗一Dの凝集態度にっいて

くゆり動かしてからの判定では，2％及3％では一様

市販動免抗一Dについては，使用経験者が各地に居

に或程度の凝集塊の再分解が見られるが，その度合は

られるが，その大多数の人々が凝集態度が弱い点を指

弱く，4％以上では，更に細分されてしまう。この差

摘している。この点は我々の行つた基礎実験の段階で

の少い程凝集態度の改善度がよいと言えるから、本実

も勿論気付かれていたが，この事が或は今迄動免抗一

験からは，J血球濃度2％〜3％がよい事になる。凝集

Dの爽験塞内での作製にも，失敗例が多く聞かれた一

反応は肉眼で判定するのを原則としているから，この

つの原因であると考えられる。っまり抗一A，抗一B血

場合同じ結果であれば，濃度の高い方が見易い事は確

清では，血球浮游液を混和後，時々愚振しっ工観察

かであり，実際，盲試験的に2〜3の技術者に観察さ

し，且その振愚によつて凝集塊は益々強靱になるので
あるが，動免抗一Dでは，血球を均一一に混和後は，全

せた結果でも，3％の方が見易い事を示していた（衷
略。）

く手を触れず15分机上に静置し，判定時にも極めて弱

D．凝集態度改善状況について

く傾けつX判定しないと，途中の振り動かしで凝集塊
が細分してしまって，極めて弱い陽性反応しか呈しな

以上でやΣ管見的ではあるが，アクリフラビン1：
10000〜1：15000添加動免抗一Dは，血球濃度2〜3％

くなって了う事である。併し一・−Jiiでは，この性質は，

集団検査の際，血清血球混和後は15分間全く手を触れ

では一応凝集態度の改善を見る事が出来たのである

が，その状況をも知る為1，2の実験を試みたので，

なくてよい事になり，次

の列の判定実験に移れて

（第1表）

馨騨練なるの騰・・量1・・・・…12・・…4・・…8・・・…6・・…32…

・の凝鱗再分裂の点動免抗一D−一朴
を改善すべく，次に記す

卦」

冊

Od型人血球に対しては何れも陰性であった。

帯

辻L

る如き実験を行つた。

B・アクリフラビ職度について

（第2表）

か論欝欝灘溜嬰菅謙磁鰯・加量
、，32。・・9，／ccの割で。，リラ，6を臓破鵬

懸灘度』

記樋・・方法で・・D型並・・型人lin球につ・・て凝

ll2

1：8000
冊（十）

1：16000
惜（十）

耕（→十）

集反応を検した所，第1表に示す如き結果を得た。色

素溶液のみでは血球剛して殿又繭重集に紛らわし

4％

5％

1：32000
i十卜（十）

冊（紬）

帯（十）

耕（＋）

惜（＋）

帯（十）

冊（＋）

晋（＋）

帯（＋）

い反応を起こさない事勿論である。この結果から見る

と，使鵬記載の方法縦つた場合には，1・，・8000乃

到・・6・0・織撮轍報力浪好であ碍が判

備考：靱内は15分静鰍よくゆoenかしてから

の判定
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一括して説明を加えよう。

見られた。

今前記の組合せをアクリフラビシ1：10000とし血

（本研究に当り，武田薬品工業株式会社の絶大なる

球濃度3％として実験を行つた・

御好意を得たので蝕に記して深謝します。）

先づ型の如くユ5分静置法では，色素添加動免抗一・D

の凝集に比して著明な凝集様相を示し，ホールグラス
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