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概    要 

1 （著書） 

特集＝血栓性血小板減少性紫斑病患者

を救う＝ 輸血療法における輸血用血液

製剤の使用状況と輸血管理料について 

共著 2011 年 6 月 宇宙堂八木書店, 医療と検査機器・試薬, 

Vol.34, No.3 ISSN 1347-0434 

血小板輸血禁忌である TTP 患者において、FFP

輸注療法・PE 療法や免疫抑制剤併用により、死

亡率が大きく改善されている。輸血療法について

考察した。（担当：pp279-285, 国分寺晃） 

2 （著書） 

＝輸血検査における精度管理＝ 

検査法・判定基準における精度管理 

共著 2011 年 12 月 医歯薬出版,  MEDICAL TECHNOLOGY, 

今日から役立つ輸血検査業務ハンドブック, 

Vol.39, No.13 ISSN 0389-1887 

検査の信頼性と輸血の安全性を維持する精度管

理方法を中心に述べた。 

（担当：pp1480-1486, 国分寺晃） 

3 （著書） 

＝移植医療＝ 造血幹細胞移植支援での

幹細胞評価について 

共著 2012 年 5 月 医学書院, 検査と技術, Vol.40, No.5 ISSN 

0301-2611 

多様化している HSCT における HSC の評価方

法、品質管理について述べた。（担当：

pp438-442, 国分寺晃, 池本純子） 

4 （著書） 

＝臨床検査のピットフォール＝不規則抗

体検査における反応増強剤および酵素法

の活用法 

共著 2013 年 4 月 医学書院, 検査と技術, Vol.41, No.4 

ISSN 0301-2611 

不適合輸血による（致死的な）溶血反応の予防に

重要な、臨床的に意義のある不規則抗体検査に

おける注意点について述べた。（担当：

pp305-307, 国分寺晃） 

5 （著書） 

＝Laboratory Practice＝ 

ミミッキング抗体への対応 

共著 2015 年 3 月 医学書院, 検査と技術, Vol.43, No.3 

ISSN 0301-2611 

まとめられていなかったミミッキング抗体につい

て、その特性と対応方法について述べた。（担

当：pp258-263, 国分寺晃） 

6 （著書） 

特集【症例シミュレーションで整理する輸

血検査の進め方－当直時の「もしも」に備

えて－】血液型の判定に窮する症例 

共著 2015 年 11 月 医歯薬出版,  MEDICAL TECHNOLOGY, 

553_2015, Vol.43, No.11 ISSN 0389-1887 

血液型検査の判定に窮するであろう症例を提示

しその原因や適切な対応、、緊急時における適

切な初期判断・検査および製剤準備等について

述べた。（担当：pp1138-1143, 国分寺晃） 

7 （著書） 

＝輸血副作用の把握と対応＝輸血副作

用の原因と分類、輸血副作用の症状と診

断、アレルギー反応・血漿蛋白質抗体、細

菌感染症 

共著 2016 年 1 月 丸善出版，JAMT 技術教本シリーズ 『輸血・

移植検査 技術教本』 

ISBN 978-4-621-08973-6 

輸血検査や移植免疫に関する基礎知識と手技、

実務作業について解説した技術書であり、輸血

副作用の把握と対応等について述べた。（担当：

pp228-231，243-246, 国分寺晃） 

8 （著書） 

不規則抗体の種類と性状． 

不規則抗体の臨床的意義． 

共著 2017 年 9 月 医歯薬出版，スタンダード輸血検査テキスト 

ISBN 978-4-263-22284-3 

輸血用血液製剤の選択、溶血性輸血副作用、胎

児・新生児溶血性疾患等について述べた（担当：

pp84-88，89-93, 国分寺晃） 

9 （著書） 

不規則抗体の種類と臨床的意義を整理し

よう 

共著 2018 年 3 月 医歯薬出版,  MEDICAL TECHNOLOGY, 

_2018, Vol.46, No.3 ISSN 0389-1887 

溶血を引き起こす原因となる不規則抗体、副作

用 の 臨 床 症 状 等 に つ いて述 べ た （ 担 当 ： pp 

216-223, 国分寺晃） 

10 （学術論文） 

Infectivity of HBV DNA positive donations 

identified in look-back studies in 

Hyogo-Prefecture, Japan 

共著 2011 年 4 月 Transfusion Medicine, Vol.21, Issue. 2 

ISSN 1365-3148 

To clarify transfusion incidence of hepatitis B 

virus (HBV) infected blood negative for mini 

pool-nucleic acid amplification testing.

（pp107-115, Y. Bouike, A. Kokubunji, et al ） 

 11 （学術論文） 

Impact of the mobilization regimen and the 

harvesting technique on the granulocyte 

yield in healthy donors for granulocyte 

transfusion therapy 

共著 2012 年 12 月 Transfusion, Vol.52, Issue. 12 

ISSN 1537-2995 

G-CSF plus dexamethasone produces higher 

granulocyte yields than G-CSF alone. 

Granulocyte collection from PBSC donors was 

described. （pp2646-2652, J. Ikemoto, A. 

Kokubunji, et al ） 

12 （ガイドライン） 

赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドライ

ン（改訂1版） 

共著 2014 年 12 月 日本輸血細胞治療学会雑誌, Vol.60, No.6 

ISSN 1881-3011 

赤血球型検査は輸血臨床に不可欠であり、新た

な項目を追加しアップデートを行った。（会告Ⅶ 

巻末13-20, 奥田誠, 国分寺晃, 他） 

13 （ガイドライン） 

赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドライ

ン（改訂2版） 

共著 2016 年 12 月 日本輸血細胞治療学会雑誌, Vol.62, No.6 

ISSN 1881-3011 

最近の造血器腫瘍を含む癌に対する様々な分

子標的治療薬の導入への対応を含めた改訂を

行った。（ｐｐ651-663, 奥田誠, 国分寺晃, 他） 

14 （学術論文） 

吸光度測定により血液型検査を行う新しい

方法 

共著 2017 年 3 月 医療工学雑誌，第 11 号 

ISSN 1881-9265 

判定者の熟練度の差や技術的ミスを排した新た

な血液型検査法の開発を目指し、検討を行っ

た。（ｐｐ1～7，高下和樹，清水希功，国分寺晃） 

15 （学術論文） 

副作用防止を目的とした輸血用血液製剤

中のハプトグロビン洗浄除去の検討 

共著 2017 年 10 月 日本輸血細胞治療学会雑誌, Vol.63, No.5 

ISSN 1881-3011 

輸血後、アナフィラキシーショックを起こしたHp欠

損患者2人への輸血対応について検討した。（ｐｐ

700-707， 坊池義浩, 国分寺晃, 他） 

16 （研究報告） 

輸血検査, 輸血検査サーベイ報告. 

共著 2019 年 1 月 平成 30 年度 日臨技臨床検査精度管理調

査報告書. 日本臨床衛生検査技師会. 

全国規模で精度管理調査と実態調査の解析を

行った。（pp.32-33, CD(8) pp.1-61, 国分寺晃, 

福吉葉子, 西岡純子, 三浦邦彦） 

 


