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1. WAKFlow 製品概要
1.1 WAKFlow の使用目的・原理
WAKFlow の抗 HLA 抗体検査試薬シリーズは血清中の HLA に対する抗体 (抗 HLA 抗体) を検出、
識別するための研究用試薬である。HLA を固定したビーズと検体血清を反応させ、検体血清中
の抗 HLA 抗体を検出、識別する。抗 HLA 抗体が存在する場合、ビーズ上の HLA と検体血清中の
抗 HLA 抗体が結合し、
結合した抗 HLA 抗体を標識抗体で検出する。蛍光シグナルパターンより、
抗 HLA 抗体の検出、抗体の種類の識別、特異性の識別を行う。
PE 標識抗体

PE 標識抗体
HLA

抗 HLA 抗体

抗 HLA 抗体

HLA
結合ビーズ

結合ビーズ

特異性同定試薬

スクリーニング試薬
MR

1.2 WAKFlow の種類
WAKFlow の抗 HLA 抗体検査試薬シリーズは解像度別にキットがある(表 1)。
(1) WAKFlow HLA 抗体スクリーニング検査試薬：1 ビーズに複数のヒト B 細胞株由来の HLA が
結合しており、抗 HLA 抗体の有無を確認できる。
(2) WAKFlow MR：1 ビーズに 1 種類のヒト B 細胞株由来の HLA が結合しており抗 HLA 抗体の
有無や抗 HLA 抗体の種類を識別できる。
(3) WAKFlow 特異性同定試薬：1 ビーズに遺伝子工学的に作成された HLA が 1 種類結合して
おり、抗 HLA 抗体の特異性を同定できる。

製品名

解像度

WAKFlow HLA抗体スクリーニング検査試薬

目的・特徴
・抗HLA抗体の有無の判定
・1ビーズに複数のヒトB細胞株から抽出・
精製したHLA抗原を結合
・抗HLA抗体を1試薬でスクリーニング可能

低

ビーズイメージ
B51

Cw1

A2

B27

B46
B67

Cw15
Cw7
B51

WAKFlow HLA抗体クラスⅠ (MR)
WAKFlow HLA抗体クラスⅡ (MR)

・抗HLA抗体の種類の識別
・1ビーズに1種類のヒトB細胞株から抽出・
精製したHLA抗原を結合

中

A24

B46

Cw15
A24

WAKFlow HLA抗体 クラスⅠ抗体 特異性同定試薬
WAKFlow HLA抗体 クラスⅡ抗体 特異性同定試薬

・抗HLA抗体の特異性の識別
・1ビーズに1種類の遺伝子工学的に作成
されたHLA抗原を結合

高

1

Cw7
A24

A24

A24

A24

表 1. WAKFlow シリーズの種類

A2

A24
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2. 検体の処理
2.1 操作上の注意事項
2.1.1 すべての操作は、できるだけ光が当たらないように注意して行う。
2.1.2 検体血清中にはウイルス、細菌等の感染性のものが含まれている恐れがあり、感染防止
のため、操作の際に留意する。
2.2 準備
2.2.1 検体血清の前処理
(1) 検体血清は、
アッセイの前に必ず 10,000×g で 2 分間遠心分離し、不溶物を沈降させる。
アッセイの際に不溶物の混入があると、抗原抗体反応を阻害して正しい結果が得られな
い恐れがある。
2.2.2 ビーズの処理
(1) ビーズミックスをボルテックスミキサーにより、しっかりと攪拌する。ビーズミックスの
攪拌操作※は、ビーズミックスチューブの上部を指で押さえ、回転数の目盛を最大にしたボ
ルテックスミキサーで 5 秒以上攪拌する。
※ビーズミックスの攪拌操作

2.2.3 洗浄液の調整
(1) 10 倍濃度洗浄液に析出物がある場合は、37℃以下で加温して溶解し、析出物がなくなった
ことを確認する。10 倍濃度洗浄液を精製水で 10 倍に希釈し、洗浄液を調製する。操作後の
残った洗浄液は、2～8℃で保存し、1 週間以内に使用する。
2.2.4 Luminex 装置
(1)
Luminex 装置を立ち上げ、ベリフィケーションおよびキャリブレーションの測定を行う。
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3. 検査の手順
3.1 操作手順
(1) ビーズミックス 25 µL を 96 穴 V 底プレートの各ウェルに分注する。
(2) ウェルに検体血清 5 µL を添加する。
 検体血清採取時は、チューブの壁や底に固着した沈殿物を持ち込まないように注意して上清
を取り、ウェルに入れる。検体毎にチップを交換する。
(3) 反応ウェルに隣のウェルの検体が混入しないように隙間無くプレートシールを貼付した後、
遮光(遮光可能なインキュベーター内、あるいはアルミホイル等で覆う)して室温で 30 分間
プレートミキサーを用いて攪拌し続ける。
 反応を行っている間に、Luminex システムの測定準備をする。
 プレートシール貼付時、隙間無く貼付するため、シール接着面の水分をペーパータオル等で
十分に拭き取る。 以後、プレートシール貼付時に毎回実施する。
(4) 反応後、反応液が隣のウェルに混入しないよう注意しながら、慎重にシールをはがす。
 シールに反応液が付着している場合、500×g、2 秒間プレート遠心分離機にかけ、シールに
付着した反応液を振り落とす。以後、シールに反応液が付着している場合は毎回実施する。
(5) 洗浄液 150 µL を各ウェルに加え、プレート遠心分離機で 1,300×g、2 分間遠心分離を行
う。
 遠心分離の後、ビーズがウェルの中央部で沈降していることを確認する。きれいに沈降して
いない場合、プレートを 180 度回転させてプレート遠心分離機にセットし、10 秒程度遠心分
離を行うと改善する場合がある。以後、遠心分離時に毎回実施する。
×ビーズ沈降不良

○ビーズ沈降良好

ウェルの真ん中にビーズが沈降し
ていることが確認できる。

(6) 遠心分離の後、上清をスナッピングあるいはアスピレーションにより除く。
 スナッピング※は逆さまにしたプレートを鉛直方向に振り下ろすことでウェル内の洗浄液
を排出する。プレートは逆さまのままペーパータオルに押し付けてウェルの淵に残った水分
を取り除く。ウェル毎の反応液の残量に極端な偏りが出ないように注意する。ウェル内の
残液量は、通常はビーズを含めて 5 µL 以下である。スナッピングが弱すぎる場合、反応液の
残量に偏りが生じやすくなる。スナッピングが強すぎる場合、ウェル内のビーズが脱落する
ことがある。以後、上清除去時に毎回実施する。
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※スナッピング操作説明

① プレート表面を上にして保持する。
② プレートをウェル内の液が漏れないよう、素早く回
転させて逆さまにし、そのまま鉛直方向に振り下
ろして止め、慣性を利用してウェル内の洗浄液を
排出する。(ビーズがウェル底からずれ、洗浄液と
共に排出されることを防ぐため、プレートの回転
時はプレート表面に対して鉛直方向に 負荷を
かけるよう注意する。)

(7) 洗浄液 150 µL を各ウェルに添加し、しっかりとプレートシールを貼付し、ボルテックス
ミキサーにて攪拌した後、1,300×g、2 分間遠心分離を行う。遠心分離の後、上清を
スナッピングにより除く。
 ボルテックスミキサーによる攪拌は、5 秒以上支点を変えながら実施し、ウェル内で渦を巻
いていることを確認する。洗浄液添加後のボルテックス攪拌時は毎回実施する。
※ボルテックスミキサーによるプレートの攪拌操作図
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プレートの攪拌操作について、赤枠で 5 箇所の支点例
を示した。ウェルの位置によって攪拌にムラができないよ
う、注意する。

(8) (7)の操作を更に 2 度繰り返す。
 2 分間の遠心分離を行っている間に、標識抗体を洗浄液で 100 倍に希釈する。
(9)

希釈した標識抗体 50 µL を各ウェルに添加する。

(10) しっかりとプレートシールを貼付した後、遮光(遮光可能なインキュベーター内、あるいは
アルミホイル等で覆う)して室温で 30 分間プレートミキサーを用いて攪拌し続ける。
(11) 反応後、慎重にシールをはがし、各ウェルに洗浄液 150 µL を加え、1,300×g、2 分間遠心
分離を行う。遠心分離の後、上清をスナッピングにより除く。
(12) ウェルに洗浄液 75 µL を添加する。ビーズの塊が見える場合は、プレートシールを貼付し
てボルテックスにより分散させる。プレートシールに付着した反応液は 500×g、2 秒間
プレート遠心分離機にかけることで振り落とし、プレートシールをはがす。
3.2 測定
(1) Luminex システムを用いて、ビーズミックスの Lot 番号に対応したテンプレートファイル
(IS の場合)或いはプロトコールファイル(xPONENT 或いは BioPlex の場合)を使用して測定
を 行う。

【原理と操作概要】
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所要時間
各試薬共通

検体血清の遠心処理

検体血清

2分

ビーズミックス
30 分

１． ビーズとの反応（室温）

96 ウェル反応プレート

抗HLA抗体
B62
Cw1
A11

蛍光ビーズ

A26

検体血清とビーズを反応させる

Cw4

B54

洗浄（4回）

15分

洗浄液

標識抗体との反応（室温）

30分

標識抗体

PE-anti human IgG

ビーズに結合した抗 HLA 抗
体と標識抗体を反応させる

洗浄（1回）

洗浄液

2分

測定＆解析

Luminex装置を用い、ビーズミックスのLot
番号に対応したテンプレートファイルで測
定し、専用の解析用ソフトウェアにより解
析する
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4. 検査結果判定
4.1 各試薬共通部分
(1) 解析方法概要解析用ソフトウェアでは、Luminex システムの測定データを取り込み、各
検体についてそれぞれカットオフ値を設定する。各ビーズについてカットオフ値より
大きい Median 値および Index 値または Calmed 値 (Luminex 装置の測定結果から得られ
た蛍光値 (Median 値) を補正した値) を示したビーズを「陽性」、小さい Median 値お
よび Index 値または Calmed 値を示したビーズを「陰性」とする。
4.2 スクリーニング検査試薬の場合
4.2.1 CSV データの解析
(1) Luminex システムの CSV データを取り込み、各検体について Median 値と、Median 値か
ら算出された Index 値 (計算方法は Index 値計算方法を参照) に基づいてビーズごと
の判定を行う。その際、Median 値および Index 値が共にカットオフ値以上を示したビ
ーズを 「陽性」
、Median 値および Index 値のいずれか一方でもカットオフ値以下を示
したビーズは「陰性」とする (詳細は各ビーズの判定基準を参照)。


最終的に、各抗原 (クラスⅠまたはクラスⅡ) のビーズのうち、一つでも「陽性」と判
定されたビーズがある抗原は「陽性」と判定する。一方、各抗原のビーズが全て「陰性」
と判定された場合には、その抗原は「陰性」と判定する (詳細は検体の陽性、陰性判定
を参照)。



Index 値計算方法
Index 値の計算は、検体 (X) に対して HLA 分子が固定された任意のビーズの Median 値
(XPc) と 検体 (X) に対する陰性コントロールビーズ ： BB の Median 値 (XBB)、標準
陰性コントロール血清(N)に対する任意のビーズ (NPc) と陰性コントロールビーズ
(NBB) の Median 値を用いて以下の計算式で求める。

Index値 =

XPC － ( NPC － NBB ) × ( XBB / NBB )
XBB

例えば、以下のような蛍光値 (Median) を示した例では、検体 (X) に対する Sc○○の
Index 値は次のように計算される。

BB

Sc○○

検体 (X)

300 (XBB)

3,000 (XPC)

標準陰性コントロール血清 (N)

200 (NBB)

400 (NPC)

Index (XSc〇〇)

=

3,000 ー (400 - 200) × (300 ／ 200)
300
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各ビーズの判定基準
各ビーズのカットオフ値は、Median が 500、Index が 1.5 にデフォルトで設定されている。
例としてデフォルトカットオフ値を用いた場合の判定を説明する。


検体No.
①
②
③
④

Median値

Index値

判定

1,000
600

10.0
1.4

陽性
陰性

400
300

1.9
1.0

陰性
陰性

Median値のカットオフ値：500
Index値のカットオフ値：1.5



カットオフ値の確定
検体ごとにバックグラウンド値の幅があるため、検査の目的や検体の背景などが異なった
場合にデフォルトのカットオフ値では適切な判断ができない場合がある。そのような場合、
妥当なカットオフ値は実際の測定者が確認したうえで確定する。
 検体の陽性、陰性判定
＜陽性＞： HLA クラスⅠ分子を有するビーズのうち一つでも陽性反応を示した場合は、ク
ラスⅠ陽性であると判定する。クラスⅡの判定も同様となる。
＜陰性＞： HLA クラスⅠ分子を有するビーズが全て陰性反応を示した場合、クラスⅠ陰性
であると判定する。クラスⅡも同様となる。
 再検査の目安
＜BB 値＞：検体中のすべてのビーズ(BB、PB を含む)に対して Median が 1,000 以上を示す場
合がある。このような検体では、検体に由来する非特異的なバックグラウンド反
応により正しい判定ができない可能性があるため、判定不能として処理され、サ
ンプルステータスに「HighBack」と表記される。そのような場合は、血清処理試
薬を用いて検体血清中の非特異反応原因物質を取り除くことを勧める。詳細は 5.
血清処理試薬を用いた再検査 の項を参照する。
＜PB 値＞：本ソフトウェアでは測定の成否判断に、PB の Median が 10,000 より大きいこと
を指標として用いる。検体血清、または PE 標識抗体との反応不備などが起こる
と、PB の Median が 10,000 を下回ることがある。その場合は、サンプルステー
タスとして「LowPB」と表記されるため、再検査を行う。
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CSV データの解析画面構成

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩
その他

詳細
陽性コントロールビーズ (PB)、クラスⅠ用またはクラスⅡ用の陰性コントロール
ビーズ (BB-1 または BB-2)それぞれの Median 値を示している。
⑧に抗原型を表示するか、アレルを表示するか選択できる。
グラフ上の表示を Median 値のみ、Index 値のみ、2 種類ともの 3 通りから選択でき
る。
ClassⅠの判定、現在設定されているカットオフ値を表示する。
ClassⅡの判定、現在設定されているカットオフ値を表示する。
各ビーズの Median、Index をグラフと数値で表示する。
第一 Y 軸(左)：Median
第二 Y 軸(右)：Index
赤のライン：Median のカットオフ値 青のライン：Index のカットオフ値
＋：Median および Index がどちらもカットオフ値を超えているビーズ = 陽性
－：Median、Index のカットオフ値をどちらか一方でも超えていないビーズ = 陰性
赤ハイライト：陽性判定されたビーズの Median 値
青ハイライト：陽性判定されたビーズの Index 値
各ビーズの抗原情報を示している。
Print：解析画面の印刷を検体ごとに行う。
Save：カットオフ値の変更等を保存する。変更後、保存せずに次の検体へ移動したり、
詳細画面を閉じたりしても自動保存されないため、変更を確定する際は必ず Save
ボタンを押す。
Default：カットオフ値を初期設定に戻す。
戻した後も Save ボタンを押さなければ、保存されない。
Close：この解析画面を閉じる。
他検体へ移動できる。
カットオフ値の変更は、④もしくは⑤に直接入力するか⑥のラインをドラックで移動
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4.3 MR の場合
■ある抗原について、この抗原を有する全てのビーズについて、Index 値がカットオフ値以
上であった場合、この抗原は陽性であると判断する。一方、ある抗原について、この抗原
を有するビーズのうち一つでも Index 値がカットオフ値未満を示した場合は、この抗原は
陰性であると判断する。ただし、あるビーズ上のある抗原について、予め弱反応指定して
いる場合は、このビーズのその抗原は判断から除外される。
4.3.1 CSV データの解析
(1) Index 値計算方法
Index 値の計算は、検体(X)に対して HLA 分子を固定した任意のビーズの Median 値(XPc)
と検体(X)に対する陰性コントロールビーズの Median 値(XBB)、そして標準陰性コント
ロール血清(N)に対する任意のビーズ(NPc)と陰性コントロールビーズ(NBB)の Median
値を用いて以下の計算式で求めている。

Index値

=

XPC

ー (NPC - NBB) × (XBB ／ NBB)
XBB

例えば以下のような蛍光値(Median)を示した例では、検体(ｘ)に対する Pc○○の Index 値
は
次のように計算される。

検体 (X)
標準陰性コントロール血清 (N)

Index (XPc〇〇)

=

BB

Pc○○

300 (XBB)

3,000 (XPC)

1,000 (NBB) 2,000 (NPC)

3,000 ー (2,000 - 1,000) ×
300

(300 ／ 1,000)

=

9.0

(2) カットオフ設定基準
検体ごとにバックグラウンド値の幅があるため、ソフトウェアではカットオフ値を検体
ごとに自動的に算出する。ただし、検査の目的や検体の背景など、自動判定では判断でき
ない要素があるため、妥当なカットオフ値は実際の測定者が確認したうえで確定する。
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(3) 解析方法の紹介
解析を進める上で最も迷う点としてカットオフ値の設定が挙げられる。解析用ソフトウ
ェアでは Index 制を採用することで、検体の個体差による反応ベースラインのバラツキ
を補正することが可能となるが、全検体において共通のカットオフ値を用いることはで
きない。
また、反応性が明確でない検体などは、ソフトウェアの解析プログラムでカットオフ値
を決定することができず、暫定的にカットオフ値が「２」に設定され、
「Notice」欄に反
応性が矛盾するビーズ名が表示されると共に、マップ上の矛盾ビーズが黄色で表示され
る。(反応性が矛盾するビーズとは、そのビーズ自体は陽性として判定されているもの
の、そのビーズ上の全ての抗原が、判定ロジック上陰性と判定されているビーズであ
る。) このような検体については、手動でカットオフ値を設定する必要がある。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧



詳細
カットオフ値の変更、結果の保存、オペレータの変更を行うことができる。
同一クラスの他の抗原に対する反応性の確認、ビーズ情報、HLA タイピング結
果の入力、検体に対するコメントの入力、解析のリセット、オペレータ 1 から
オペレータ 2 への変更を行うことができる。
CSV ファイルでの出力、結果のプリントアウトを行うことができる。
陽性コントロールビーズ (PB)、陰性コントロールビーズ(BB)それぞれの
Median 値を示している。
PB と BB の Median 値を確認し、再検査を行うか判断する。
HLA を固定したビーズの Median 値と Index 値を示している。ビーズとビーズ
の間の▲を移動させることにより、カットオフを変更することができる。
各ビーズの反応性を示している。抗原型に対して全てのビーズが陽性となって
いれば、その抗原型に対する抗体をもっている。CREG に分けた表示がされて
いるため、繋がりのある抗原に対する反応性も確認する。
各ビーズの Index 値を表示している。
サンプルリストを表示している。SampleName に表示されている目的の検体を
選択すると、その検体の結果に移る。

手動でのカットオフ値変更手順
12
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カットオフ値を任意に設定し、矛盾が解消されるか確認する。
※矛盾するビーズが有する抗原についてカットオフ値を変更することでその抗原を陰
性 (あるいは陽性) にして、さらにその抗原を持つ別のビーズに新たな矛盾が生じな
い事を確認した上で矛盾を解消する。ただし、過度にカットオフ値を下げることはし
ない。カットオフ値の下限は 1.5 程度である。


矛盾するビーズが解消できない場合
上記手順でも矛盾が解消できない場合がある。その場合は以下の要因を考慮して解析す
る。((4)解析例を参照)
 Cw 抗原由来
矛盾ビーズが Cw 抗原を由来として陽性反応を示している。
 非特異反応と弱反応
判定ソフトの抗原マップ画面のビーズ名にビーズ特性についてコメントが記載され
ている。
バックグラウンドビーズ：バックグラウンドビーズはバックグラウンドが高めにな
りやすいビーズ特性を示している。左下に三角が表示される。
弱反応ビーズ：弱反応ビーズはその抗原の反応性が弱めになる場合があることを示
している。右上に三角が表示される。
バックグラウンドビーズ



弱反応ビーズ

IgM 抗体
MR 試薬では２次抗体として抗ヒト IgG(H+L)を用いるため、IgM 抗体が原因となる
非特異様反応を示す場合がある。

(4) 解析例
13
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非特異反応
ここに示す検体「WMR05」は、Result Info 画面の Notice 欄に、矛盾ビーズとして「Pc139」
が表示されており、同時にグラフおよびマップ上のこれらビーズ名が黄色でアピールさ
れている。マップを確認すると、ビーズ名「Pc139」の左下に三角形が表示されている。
この左下の三角形は非特異反応を示しやすいビーズ特性を持つことから、検体「WMR05」
における「Pc139」の陽性シグナルは偽陽性反応と判断する。

14
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Cw 抗原
ここに示す検体「W122」は、Result Info 画面の Notice 欄に矛盾ビーズとして「Pc145」
が表示されており、同時にグラフおよびマップ上のこれらビーズ名が黄色でアピールさ
れている。解析ソフトウェアにおける判定では Cw 抗原が考慮されていないため、この
矛盾ビーズの反応が Cw 抗原由来である可能性が考えられる。「Validation」を開き、
「C Antigen」をクリックすると、ビーズの Cw 抗原の反応グループを確認することがで
きる。Cw 抗原の反応グループより、
「Pc145」の反応は C*04:01 の特異性を示していると
推測されることから、この陽性反応は妥当であると判断する。
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クリック

クリック



再検査の目安

＜BB 値＞：BB の測定結果が Median 値 1,000 以上を示した場合、血清処理試薬を使用して再
試験を実施することを勧める。詳細は 5. 血清処理試薬を用いた再検査の項を
参照する。
＜PB 値＞：PB の測定結果が MFI 値 8,000 未満を示した場合、再試験を実施することを勧め
る。
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4.3 特異性同定試薬の場合
4.3.1 CSV データの解析
(1) Calmed 値計算方法
Calmed 値の計算は、
検体(X)に対して HLA 分子を固定した任意のビーズの Median 値(XPc)
と検体(X)に対する陰性コントロールビーズの Median 値(XBB)、標準陰性コントロール
血清(N)に対する任意のビーズ(XPc)と陰性コントロールビーズ(NBB)の Median 値を用い
て以下の計算式で求めている。
Calmed値

=

(XPC ー XBB)

ー (NPC ー NBB)

×

XBB
NBB

例えば以下のような蛍光値 (Median)を示した例では、検体(X)に対する抗原ビーズ
(A○○)の Calmed 値は次のように計算される。

BB

A○○

検体 (X)

400 (XBB)

3,000 (XPC)

標準陰性コントロール血清 (N)

500 (NBB)

800 (NPC)

Calmed値

= (3,000 ー 400) ー (800 ー 500) ×

400
500

=

2360

Calmed 値に応じて 4 つの領域 (スコア)に分類される。
(2) カットオフ設定基準
検体ごとにバックグラウンド値の幅があるため、カットオフ値は検体ごとに自動的に算
出する。解析ソフトウェアでは Calmed 値を採用することで、検体の個体差による反応
ベースラインのバラツキを補正することが可能となる。Calmed 値が約 5,000 以上で
Score8、約 1,000 以上で Score6、約 500 以上で Score4、約 500 未満で Score2 となる。
Score6 以上を陽性と考える。
(3) 解析方法の紹介
解析結果の CSV ファイルを「WAKFlow HLA 抗体解析ソフトウェア」で解析する。ビーズ
ミックスの Lot 番号に対応していない場合は、正しく解析できないため、注意が必要と
なる。基本的に特異性同定試薬では Score のカットオフは変更しない。スクリーニング
検査もしくは HLA 抗体 (MR)検査の結果と合わせて、結果を確認する。
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨～
⑪

抗 HLA 抗体検査

詳細
デフォルト状態に戻す、再検査指定、特定の抗原に対する結果の反転を行うこと
ができる。
ビーズ情報の確認、Bw4, Bw6 の表示、操作しているオペレータの変更を元に戻す、
HLA タイピング 結果の入力、検体に対するコメントの入力を行うことができる。
解析結果の保存、オペレータの変更、オペレータ 1 からオペレータ 2 への変更を
行うことができる。
CSV ファイルでの出力、結果のプリントアウト、アドバンスモードでの解析を行う
ことができる。
陽性コントロールビーズ (PB)、陰性コントロールビーズ(BB)それぞれの Median
値を示している。
PB と BB の Median 値を確認し、再検査を行うか判断する。
HLA を固定したビーズの Median 値と Calmed 値を示しています。ビーズとビーズ
の間の□の色を変更することにより、カットオフを変更することができる。
各ビーズの Calmed 値を示している。
サンプルリストが表示されている。SampleName に表示されている目的の検体を選
択すると、その検体の結果に移る。
各 HLA に対する反応性を示している。CREG に合わせて表示されているため、繋が
りの強い抗原に対しても反応しているか確認する。
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再検査の目安

＜BB 値＞：BB の測定結果が Median 値 1,000 以上を示した場合、血清処理試薬を使用して再
試験を実施することを勧める。詳細は 5. 血清処理試薬を用いた再検査の項を
参照する。
＜PB 値＞：PB の測定結果が MFI 値 8,000 未満を示した場合、再試験を実施する。

5. 血清処理試薬を用いた再検査
5.1 血清処理試薬を用いる基準
BB の Median 値が 1,000 以上を示した場合、血清処理試薬を用いた再試験を実施する。
BB の Median 値が 500 以上の場合も、血清処理試薬を用いた再試験を推奨する。
5.2 血清処理試薬による前処理方法
1. 血清処理試薬を十分にボルテックスして、攪拌する。
2. 血清処理試薬 2 µL と検体血清 8 µL を混和します。この際、試薬に添付してある陰
性血清も同様に処理することが必要である。(解析の際に、処理した陰性血清の値を、
処理血清の陰性コントロールとして使用する。)
3. 室温で 30 分間以上攪拌し続ける。あるいは、混和後、4℃で一晩静置させる。
4. 反応後の検体血清、および陰性コントロール血清を 10,000×g で 2 分間遠心する。
5. 沈殿のビーズが混入しないように上清 5 µL を測定に使用する。
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