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体外診断用医薬品

承認番号　16300EZZ02057000

この添付文書をよく読んでから使用すること。

　【全般的な注意】　
１．本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないこと。
２．診断に際しては、臨床症状や、他の検査の結果などを合わせて総合
的に判断すること。

３．添付文書以外の使用方法については保証をしない。
４．全操作を熟知した後に測定を行うこと。

【形状・構造等（キットの構成）】
○毒 A- 酵素用緩衝液

○毒 カコジル酸ナトリウム
塩化マンガン

A- 酵素用基質
ウリジンジホスホN- アセチルガラクトサミン
〔UDP-GalNAc〕

B- 酵素用緩衝液
ピペラジン-N,N'- ビス（２- エタンスルホン酸）
塩化マンガン

B- 酵素用基質
ウリジンジホスホガラクトース〔UDP-Gal〕

【使用目的】
血清、血漿又は尿中α-D-N- アセチルガラクトサミニルトランスフェ
ラーゼ（A- トランスフェラーゼ）活性及びα-D- ガラクトシルトラン
スフェラーゼ（B- トランスフェラーゼ）活性の測定

【測定原理】
O型赤血球をUDP-N- アセチルガラクトサミン（UDP-GalNAc）〔又
はUDP- ガラクトース（UDP-Gal）〕及び検体と共に反応させると、
O型赤血球は検体中のA（又はB）- トランスフェラーゼによりA 
（又はB）型赤血球に転換される。この転換赤血球の抗A（又は抗
B）抗体に対する凝集反応からトランスフェラーゼ活性の有無を判
定する。

O型赤血球＋UDP-GalNAc（UDP-Gal）
A（B）トランスフェラーゼ
―――――――――――――→　　A（B）型赤血球

A（B）型赤血球＋抗A（抗B）抗体　―――――→　凝集

� 【操作上の注意】
１．測定試料の性質、採取法
血清及び血漿検体の場合
a採血後は速やかに測定に用いる。やむを得ない場合は凍結保存す
る。

sボンベイ型の場合は、検体中に存在する抗H抗体を予めO型赤血
球で吸収しておく必要がある。
尿検体の場合
a採尿後直ちに、尿10mLにつき0.2mol/L 2- メルカプトエタノール
及び0.2％EDTA2Naを1mLずつ加える。

s3,000rpm（900×g）で10分間遠心分離し、上清を採取する。
d上清12mLを透析膜（セルロースチューブ18/32）に封入し、ポリ
エチレングリコール6,000等を用いて尿がほぼ完全に除去される
まで濃縮する。

f濃縮終了後、透析膜の内面を生理食塩液で２～３回洗浄する。洗
液を合わせて１mLとし、この0.5mLを尿検体として用いる。
（注）・透析膜は使用前に精製水でよく洗う。

・濃縮は透析膜を水平にして行う（10mLの上清は約１時間
で濃縮できる）。

・濃縮に用いたポリエチレングリコール等の高吸水性樹脂
はビニール袋に包んで廃棄する。

 

　＊

２．妨害物質の影響
血清及び血漿検体の場合
カルシウムは、A- トランスフェラーゼ活性の測定に影響を与える。
反応が弱い場合には、検体にEDTA2Naを0.5～１mg/mL濃度にな
るように添加して測定を行うとよい。
尿検体の場合
a原尿中の尿素、尿素窒素はO型赤血球を溶血させる。
sリン酸イオンは緩衝液中の塩化マンガンと反応して沈澱を生じ
る。塩化マンガン濃度が薄くなると、トランスフェラーゼ活性が
低下する。

dカルシウムイオンは１mg/dL以上で、A- トランスフェラーゼ活
性を阻害する。

３．O型赤血球は新鮮な健康人のものを用い、使用時に生理食塩液で洗
浄後50％に浮遊する。

� ４．抗A抗体（抗A血液型判定用抗体）及び抗B抗体（抗B血液型判定用
抗体）は、マウス由来モノクローナル抗体を用いる。抗体によって
は、AあるいはB型転換赤血球に対する凝集の弱いものがあるので
注意する。

５．反応が弱いとき、特にA型の場合、反応時間を長くすると、活性が
強くなる。

６．ABO式血液型の亜型や変異型のなかにはトランスフェラーゼ活性
を測定できないものがある。AelやAx及びBelやBxはトランスフェ
ラーゼ活性が認められない。

【用法・用量（操作方法）】
１．試薬の調製

aA- 基質溶液
A- 酵素用基質１バイアルに精製水１mLを加えて溶解する。
試薬の溶解後は、冷暗所（２～10℃）保存で３カ月安定である。
３カ月以内に使用すること。

sB- 基質溶液
B- 酵素用基質１バイアルに精製水１mLを加えて溶解する。
試薬の溶解後は、冷暗所（２～10℃）保存で３カ月安定である。
３カ月以内に使用すること。

２．測定法
A- トランスフェラーゼ活性
a試験管にA- 緩衝液0.2mL、A- 基質溶液0.1mL、検体0.5mLをとり、
緩やかに混合し、37℃で５～10分間予備加温する。

s洗浄50％O型赤血球浮遊液0.05mL（１滴）を加え、37℃で２時間
反応させる。

d試験管を3,000rpm（900×g）で15～30秒遠心分離して上清を捨て、
生理食塩液で２回洗浄して得られる赤血球（A型転換）に、生理
食塩液1mLを加え約２％の赤血球浮遊液を作る。

f別に、抗A抗体を生理食塩液で２倍連続希釈し、希釈抗A抗体
0.1mLを含む試験管を用意する（１：１～１：256の希釈列の場合、
試験管９本）。

gfの試験管にdの血球浮遊液を0.05mL（１滴）ずつ加えてよく混
和し、冷蔵庫に10～15分間静置する。

h3,000rpm（900×g）で15秒遠心後、凝集の有無・程度を肉眼で観
察する。
B- トランスフェラーゼ活性
a試験管にB- 緩衝液0.2mL、B- 基質溶液0.1mL、検体0.5mLをとり、
緩やかに混合し、37℃で５～10分間予備加温する。

s洗浄50％O型赤血球浮遊液0.05mLを加え、37℃で30分間反応させ
る。

d反応終了後、A- トランスフェラーゼの場合と同様に操作し、希
釈抗B抗体に対する凝集の有無・程度を肉眼で観察する。

【測定結果の判定法】
型転換反応後の赤血球が抗血清により凝集すれば、トランスフェラー
ゼ活性の存在を意味する。活性の強さはTiter値又はScore値で表わす。
なお、凝集塊が不鮮明な時は、0.2％ブロメリン溶液２滴を加え、約５
分間冷蔵庫（２～10℃）に静置したのち遠心判定する。 

　＊

A- ト ラ ン ス フ ェ ラーゼ活性およびB- ト ラ ン ス フ ェ ラーゼ活性キ ッ ト



� 【製造販売業者の名称及び住所】＊＊

注１）Titer値：凝集が認められる抗体の最高希釈倍数の数字。
注２）Score値：凝集の強さを、次のように点数換算し、その点数を

合計した数字。

　　　�

【臨床的意義】
ヒトのABO式血液型物質の生合成に関与する糖転移酵素（A- トラン
スフェラーゼ、B- トランスフェラーゼ）はABO式血液型遺伝子の産
物として、血液学や遺伝学など広い分野で注目を集め、これらの糖転
移酵素を血液型判定の困難な変異型の検索や同定に利用する試みが
なされている。（①）この酵素活性の測定方法には、14Cで標識した糖
の取込みを測定する方法があるが、一般の検査室で簡単に実施するこ
とは困難である。
ガルサーブABは血球凝集反応を利用して、一般の検査室で容易にA
及びB- トランスフェラーゼ活性を測定できるように開発されたキッ
トである。
特徴：１．簡単な操作で、血清、血漿及び尿中のA及びB- トランスフェ

ラーゼ活性を測定できる。
２．ABO式血液型で、オモテ試験とウラ試験が不一致を示す次
の場合の判定の補助となる。
a亜型など、血球の抗原性が極度に弱い場合（②）
sOh型（ボンベイ型）の場合（③）
d白血病など、悪性疾患により抗原性が低下した場合（④）
f汎凝集反応を示す場合（⑤）
gacquired Bのような後天性の原因により血液型が変化し
ている場合（⑥）

hキメラの場合（⑦）

� 【性　　能】
１．性　能
� a感　度

・正常人A型又はAB型血清を試料として操作した場合、A- トラ
ンスフェラーゼ活性のTiter値は1：128～1：512である。
・正常人B型又はAB型血清を試料として操作した場合、B- トラ
ンスフェラーゼ活性のTiter値は1：8～1：256である。

s正確性
正常人O型又はB型血清を試料とした場合A- トランスフェラー
ゼ活性は認められず、正常人O型又はA型血清を試料とした場合
B- トランスフェラーゼ活性は認められない。

d同時再現性
同一検体を５回同時に測定するとき、Titer値のバラツキは１管
の範囲内である。

【使用上又は取扱い上の注意】
１．取扱い上（危険防止）の注意

a試料（検体）は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるもの
として取り扱うこと。

s検査にあたっては、感染の危険を避けるため、使い捨て手袋を着
用し、マイクロピペット等の安全ピペットを使用すること。口に
よるピペッティングは行わないこと。

dA- 緩衝液はカコジル酸ナトリウムを含む毒薬であるので、取扱
いに注意すること。

f試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の
応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。

２．使用上の注意
a使用期限を過ぎた試薬は使用しないこと。

３．廃棄上の注意
a試料（検体）中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在
する場合があるので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナト
リウム（有効塩素濃度1,000ppm、１時間以上浸漬）又はグルター
ルアルデヒド（２%、１時間以上浸漬）による消毒処理あるいは
オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行うこと。

s試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理すること。

� 【保管方法、有効期間】
１．保管方法
２～10℃
2. 有効期間
１ヶ年。使用期限は容器ラベル及び外箱に表示。

【包装単位】
10検体分（A及びB- トランスフェラーゼ共）
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� 【問い合わせ先】
積水メディカル株式会社　学術担当

電話番号0120-249-977
FAX番号0120-247-477
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