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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告
和文
① 抗 FXIII/13-A サブユニット自己抗体検出イムノクロマト法
26 年度から感度を改善して偽陰性を防止する為、使用する抗体を複数化して検討し、27 年度に特
異性と感度を向上させた。
28 年度は、洗浄回数を１回のみにして簡便化、迅速化し、バックグラウンドを無くして目視で容
易に抗体の有無を判定可能にした。その完成版を用いて臨床性能試験を実施するためのプロトコル
を作成し、PMDA にて対面助言の準備面談まで到達した。既に完成版を製品化するための安定性試
験を開始しており、管理用陽性検体を調製し、管理用陰性検体も大量確保した。
なお、活性型 FXIII/13-A サブユニットに対する抗体（Ab 型）や IgM タイプ抗体を検出する新し
い検査法を開発することにも成功した。
② 抗 FXIII/13-B サブユニット自己抗体検出イムノクロマト法
26 年度に 7 種類のモノクローン抗体のエピトープ領域を解析し、その結果を元に捕捉抗体、検出
用抗体として最良の組み合わせを検索して、
27 年度に捕捉抗体を酵素処理して特異性を向上させた。
28 年度は、抗 FXIII/13-B 抗体検出イムノクロマト法を試作し、イムノブロット法で陽性、陰性の
判定済みの少数の検体に試用したところ、前者の一部が陰性判定となった。検出感度が低いことが
疑われたので、検体希釈濃度の検討を行った。また、金コロイド結合抗体を変更することで、検出感
度を向上させた。次に、感度の改善を検証するため、多数の抗 FXIII/13-B 自己抗体陽性症例の判定
を実施したところ、ドットブロットで抗体陽性例のうち、半数が陽性判定、半数が陰性判定であっ
た。臨床症例に適用するには感度を更に改善する必要があり、捕捉抗体を複数化する等の対策を講
じる必要があることが判明した。
キットが完成しなかったので山形大学以外での検査実施は延期した。
③ 抗 VWF 自己抗体検出イムノクロマト法
26 年度に、5 種類のモノクローナル抗体を用いてウエスタンブロット法で抗体の最良の組み合わ
せを検索し、27 年度は ELISA 法とイムノクロマト法の両方を検討しながら開発を進めた。
28 年度は、
「複合体型」抗体検出イムノクロマトキットを試作し、感度と特異性を向上させる必要
があることが判明した。そのためにはより大量の VWF 抗原や抗体が必要であり、何れも外国製で高
価であり、入手に時間が掛かる上、製造中止、販売中止になることがあって「安定供給」という最重
要条件を満足しない。そこで、抗体を内製化するために必要な抗原を購入して、複数のマウスに抗原
を投与して免疫し、複数の単クローン抗体を得た。
イムノクロマトが実現しない場合の代替法を準備するため、VWF 抗原を用いて「遊離型」抗 VWF
自己抗体検出法を試作した。現時点での最良のストリップを用いて AVWD 疑い症例と健常対照につ
いて抗 VWF 自己抗体検出イムノクロマトを実施したところ、AVWD 疑い症例は 6 割が陽性、健常
対照はすべて陰性となった。
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④ 抗 FVIII/8 自己抗体検出イムノクロマト法
26 年度に、後天性血友病 A 症例のスクリーニングに必須な FVIII/8 活性測定システムを導入し、
開発に必要な検体の収集体制を構築しながら、イムノクロマト法やその前段階の ELISA システムに
用いる抗体を選択し、27 年度に、イムノクロマト法の試作品を完成させて、後天性血友病 6 症例の
血漿を用いて性能を検証した。
28 年度は、凝固活性中和法、Western blot 法により検出に必要な抗体を多種類購入して選抜し、
自家製 ELISA で複合体型抗 FVIII/8 自己抗体を検出した（抗原は超高額なので不使用）
。選抜した
４種類のモノクローン抗体と１種類のポリクローン抗体を捕捉抗体として用いて、イムノクロマト
キットを試作し、山形大学にて試用して市販の「遊離型」抗体 ELISA と比較したところ、特異性と
感度を改良する必要があることが判明した。ただし、単クローン抗体を作製するための抗原を購入
するのには３千万円以上必要なので、現在資金源について模索中である。
また、市販の FVIII/8 製剤を用いたドットブロット法（研究室内）を開発し、ELISA 法による抗
FVIII/8 自己抗体検出と比較した。AHA 疑い症例の陽性率、健常対照の陰性率は、両者でほぼ同一
であった。
⑤ FXIII/13 活性クロマト測定法の開発
26 年度に、FXIII/13 の天然基質（PI）の N 末端アミノ酸配列を持つペプチドと発色物質を基質
とする酵素（AP）を融合させた組み換えタンパク質（PI-AP）を作製して新しい活性測定法を開発
した。
27 年度は、新規基質 PI-AP を使用して鋭敏な FXIII/13 活性測定で FXIII/13 インヒビターを検出
することに成功した。
28 年度は、FXIII/13 活性のクロマト化を実現するために、新たな活性測定法を考案、検討した。
血漿にフィブリン凝集阻害薬を加えて反応させ、内在性基質の抗体を用いた ELISA 法で、基質への
アミンの取り込みが確認された。新規方法について、FXIII/13 量に対する直線性を示すこと、いず
れのタイプの FXIII/13 インヒビターも、従来法と比べて高感度に検出できることを確認した。抗基
質抗体を塗布したストリップを作成し、イムノクロマトグラフィーを試みたところ、FXIII/13 量に
依存した発色が認められ、活性測定に成功した。本法で正常血漿との 1:1 交差混合試験による
FXIII/13 活性の阻害も確認され、FXIII/13 インヒビターの検出に有用であることも確認された。
⑥ D-dimer 全分子量均等測定法
26 年度に、以前開発済みのラテックス凝集法に用いたモノクローン抗体を利用してイムノクロマ
ト法を試作した。
27 年度に、様々な分子種のフィブリン分解産物に対しても均一に反応する事を確認し、28 年度
は、イムノクロマトキットの安定性を試験しつつある。その性能を検証するために、血栓症のリスク
の高い症例の検体を収集し、従来法と比較した。40 名の入院患者の入院時、術翌日、術後 1 週間、
術後 2 週間に採血した検体について D-dimer 全分子均等測定法による測定を実施した。山形大学医
学部附属病院検査部で測定した値と比較すると、D-dimer 全分子均等測定法による測定値の一部は
検査部のデータよりも低い値を示した。D-dimer 全分子均等測定法で高値を示した検体で Western
blot を実施したところ、染色パターンが異なることが判明した。
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英文
①

Development of immunochromatographic test for detection of anti-FXIII/13 A subunit

autoantibody
In 2014, we tried to improve the sensitivity of our immunochromatographic test (ICT) for the
detection of anti-F13A subunit antibodies and to prevent its pseudo-negative result. In 2015,
we succeeded to improve both sensitivity and specificity of our method. In 2016, we not only
simplified and quickened but also made it easier to use. We have several times consulted the
Japanese PMDA for a clinical trial of the final test kit. We already started its stability challenge.
We also established a positive control sample as well as a negative control sample for the future
long term supply of this ICT kit.
By using our ICT kit, we succeeded to detect anti-activated F13A antibodies and IgM type antiF13A subunit antibodies.
② Trial of immunochromatographic test for detection of anti-FXIII/13 B subunit autoantibody
In 2014, we analyzed epitopes of 7 mouse monoclonal antibodies against F13B subunit, and
found the best combination for capture and detection antibodies. As a result, we created and
improved our ICT for detection of anti-F13B subunit antibodies by treating the capture
antibody with an enzyme, in 2015. We tested our ICT using patients’ plasma samples, but found
its sensitivity was not high enough. Accordingly, we have been trying to improve our assay by
doubling the capture antibodies since 2016. We, therefore, postponed an ICT trial in other
collaborating institutes.
③ Trial of immunochromatographic test for detection of anti-VWF autoantibody
We searched the best combination of antibodies against von Willebrand factor (VWF) using 5
commercial monoclonal antibodies by Western blotting in 2014, and developed both ELISA and
ICT to detect anti-VWF antibodies in 2015. In 2016, we made a draft version of our ICT kit,
but found that both the sensitivity and specificity have to be drastically improved. Accordingly,
we have made many new anti-human VWF monoclonal antibodies for our selves by using a
large amount of purified VWF antigen.
We also succeeded to develop an ICT for detection of free type anti-VWF antibodies.
④ Trial of immunochromatographic test for detection of anti-FVIII/8 autoantibody
We screened patients with unexplained bleeding to collect plasma samples of acquired
haemophilia A (AHA) cases, and examined many commercial anti-factor VIII/8 (F8) antibodies
to use in ELISA and ICT systems for detection of anti-F8 antibodies in 2014. In 2015, we
succeeded to make a draft version of our ICT kit, and tested it in 6 patients’ samples. In 2016,
we also tried to improve our ICT method by employing 4 monoclonal and one polyclonal antiF8 antibody, and found the sensitivity and specificity was not good enough. Although we want
to produce anti-F8 antibodies for our selves, its antigen costs too much (more than 30 million
Japanese Yen).
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Meanwhile, we succeeded to develop an in-house immune blotting assay and detected anti-F8
antibodies in more than two-thirds of AHA-suspected cases.
⑤ Development of chromatographic assay for FXIII/13 activity
In 2014, we created a fusion recombinant protein containing a peptide of F13 substrate (PI)
and a reporter (AP), and developed a novel method to measure F13 activity. We succeeded to
detect F13 inhibitor by using this method in 2015. However, this method was not simple enough
to use as a point-of-care test (POCT).
Therefore, we struggled to develop a new POCT by adopting ICT technology. As a result, we
succeeded to measure F13 activity by a novel ICT and confirm that it was useful to detect F13
inhibitor in 1:1 cross-mixing test between patients’ and normal controls’ plasma in 2016.
⑥ Development of immunochromatographic test for equally detection of D-dimer across all
molecular weight distributions
We transformed a former latex agglutination test for D-dimer into a novel ICT in 2014, and
confirmed its even/uniform response to a variety of molecular species of D-dimer in 2015. In
2016, we collected plasma samples from patients with high risks for developing deep vein
thrombosis, in order to examine its usefulness. When we compared our ICT’s data with those
measured by a commercial conventional D-dimer test, we bound some difference between these
methods, e.g. in the molecular-weight distribution.
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37 回日本血栓止血学会学術集会，甲府市総合市民会館（山梨県甲府市）；2015 年 5 月 21〜23
日，国内
32. 福澤正男，三宅知美，上條史尚，妹尾紀子，伊藤俊朗，惣宇利正善，尾崎 司，一瀬白帝：薬
剤性過敏症症候群の治療中に発症した後天性血友病 13 の 1 例（ポスター）
．第 37 回日本血栓
止血学会学術集会，甲府市総合市民会館（山梨県甲府市）；2015 年 5 月 21〜23 日，国内
33. 三宅知美，芦田敦子，宇原 久，奥山隆平，福澤正男，一瀬白帝：皮膚癌の術後出血が診断の
契機となった後天性 13 因子欠乏症の 1 例（ポスター）
．第 114 回日本皮膚科学会総会，パシフ
ィコ横浜（神奈川県横浜市）
；2015 年 5 月 29〜31 日，国内
34. 一瀬白帝：von Willebrand 因子(vWF)の機能と後天性 von Willebrand 症候群（AVWS）（口頭）
．
第 47 回日本動脈硬化学会総会・学術集会 シンポジウム１（動脈硬化に起因する大動脈弁狭
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窄症をめぐる最近の進歩）
，仙台国際センター（宮城県仙台市）；2015 年 7 月 9〜10 日，国内
35. 杉山大輔，山本莉央，曲 泰男，尾崎 司，惣宇利正善，一瀬白帝：後天性自己免疫性血友病
FXIII(AHF13)迅速診断キットの検討（口頭）
．第 16 回日本検査血液学会学術集会，名古屋国際
会議場（愛知県名古屋市）
；2015 年 7 月 11〜12 日，国外
36. 一瀬白帝：後天性第 XIII/13 因子欠乏症の診断と治療 −全ての難病指定医のために−（口
頭）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂、他（石川県金沢市）
；2015 年 10 月 16
〜18 日，国内
37. 川野宏樹，鈴木知秀，石井慎一，若橋香奈子，川野裕子，定 明子，一瀬白帝，片山義雄：後
天性出血症における臨床出血スコアと凝固第 13 因子活性の相関に関する単施設での後方視的
解析（口頭）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂 ほか（石川県金沢市）
；2015 年
10 月 16～18 日，国内
38. 能野翔太，山下浩司，藤井由香里，鈴川宗弘，畑尾克裕，尾崎 司，惣宇利正善，一瀬白帝：
皮質ステロイド薬単独による免疫抑制療法で完全寛解が得られた後天性自己免疫性出血（血
友）病 XIII/13（ポスター）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂 ほか（石川県金
沢市）
；2015 年 10 月 16～18 日，国内
39. 岸本磨由子，小川実加，兼松 毅，鈴木伸明，松下 正，清井 仁，尾崎 司，惣宇利正善，
一瀬白帝：膝関節置換術後の再発性出血で発症し、筋肉内出血を反復した後天性自己免疫性出
血（血友）病 XIII/13 の一例（ポスター）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂
ほか（石川県金沢市）
；2015 年 10 月 16～18 日，国内
40. 小山田亮祐，樋口敬和，岡田 定，島 彰吾，藤井本晴，惣宇利正善，尾崎 司，一瀬白帝：
凝固第 XIII/13 因子補充療法下で成功した自己免疫性出血病 XIII/13 症例における致死性脳出
血の血腫摘出術（ポスター）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂 ほか（石川県
金沢市）
；2015 年 10 月 16～18 日，国内
41. 中村洋祐，齊藤達也，迎 純一，半田 誠，一瀬白帝，山本 晃：真性多血症の経過中に広範
な皮下血腫を合併した後天性第 XIII 因子欠乏症の一例（ポスター）
．第 77 回日本血液学会学
術集会，石川県立音楽堂 ほか（石川県金沢市）；2015 年 10 月 16～18 日，国内
42. 魚嶋伸彦，一瀬白帝，惣宇利正善，尾崎 司，伊佐玲子，山口順子，丹波和奈，堤 康彦，河
田英里，赤荻照章，内山人二，小林 裕：先天性 XIII 因子 B サブユニット欠損症：世界で 12
例目の症例報告（ポスター）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂 ほか（石川県
金沢市）
；2015 年 10 月 16～18 日，国内
43. 小川孔幸，柳澤邦雄，石埼卓馬，内藤千晶，半田 寛，静 怜子，井上まどか，内藤澄悦，家
子正裕，一瀬白帝，野島美久：ITP の治療中に発症した後天性血友病 A に関する検討（ポスタ
ー）
．第 77 回日本血液学会学術集会，石川県立音楽堂 ほか（石川県金沢市）；2015 年 10 月 16
～18 日，国内
44. 一瀬白帝，小嶋聡一，人見清隆：医科学へ進歩し続けるトランスグルタミナーゼ研究（口
頭）
．BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会、第 88 回日本生化学会大会 合同大会）ワーク
ショップ，神戸ポートアイランド（兵庫県神戸市）
；2015 年 12 月 1〜4 日，国内
45. Souri M，Osaki T，Ichinose A：Overlooked role of the non-catalytic B subunit for
coagulation factor XIII (plasma transglutaminase) in fibrin cross-linking（口頭）
．
BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会、第 88 回日本生化学会大会 合同大会）ワークショッ
プ，神戸ポートアイランド（兵庫県神戸市）
；2015 年 12 月 2 日，国内
46. 一瀬白帝：厚労省指定難病 288 自己免疫性出血病 XIII/13 の診断基準（口頭）
．第 10 回日本
血栓止血学会学術標準化委員会（SSC）シンポジウム SSC Symposium 2016，野村コンファレン
スプラザ日本橋（東京都中央区）
；2016 年 2 月 20 日，国内
47. 惣宇利正善, 尾崎 司，一瀬白帝：A Novel Function of the Non-catalytic B Subunit of
Coagulation Factor XIII: It Rather Accelerates Fibrin Cross-linking Than Inhibits
（口頭）. 第 38 回日本血栓止血学会学術集会，SPC1 学術推進委員会シンポジウム（血液凝固
とその制御機構の最近の話題）
，奈良春日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～（奈良県奈良
市）
；2016 年 6 月 16 日，国内
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48. 一瀬白帝，尾崎 司，惣宇利正善：自己免疫性出血病 XIII と非自己免疫性出血性後天性凝固
第 XIII 因子欠乏症の凝固パラメーターの比較（口頭とポスター）
．第 38 回日本血栓止血学会
学術集会，奈良春日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～（旧 奈良県新公会堂，奈良県奈良
市）
；2016 年 6 月 16～18 日，国内
49. 小林宣彦，小川孔幸，柳澤邦雄，石埼卓馬，内海英貴，半田 寛，鈴木伸明，松下 正，一瀬
白帝，野島美久：免疫抑制療法中に病勢悪化を認めた抗リン脂質抗体症候群合併後天性 von
Willebrand 症候群の長期経過（口頭とポスター）
．第 38 回日本血栓止血学会学術集会，奈良春
日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～（旧 奈良県新公会堂，奈良県奈良市）；2016 年 6 月 16
～18 日，国内
50. 鈴木 聡，遠藤雄大，平岩 幹，経塚 標，安田 俊，藤森敬也，尾崎 司，惣宇利正善，一
瀬白帝：常位胎盤早期剥離を繰り返し妊娠性第 XIII/13 因子欠乏および家族性プロテイン S 欠
乏症が疑われた１例（ポスター）
．第 52 回日本周産期・新生児医学会学術集会，富山国際会議
場 ほか（富山県富山市）
；2016 年 7 月 16～18 日，国内
51. 一瀬白帝，武谷浩之：単一分子、細胞レベルの血小板フィブリン血栓形成とその溶解過程を目
撃しよう！ 第 89 回日本生化学会大会 シンポジウム（1S17）
，仙台国際センター／東北大学
川内北キャンパス（宮城県仙台市）
；2016 年 9 月 25～27 日，国内
52. 尾崎 司，惣宇利正善，一瀬白帝：自己免疫性出血病 XIII/13 の発症機序解明に向けた全エク
ソームシークエンス解析および血漿プロテオーム解析．第 89 回日本生化学会大会（ポスタ
ー）
，仙台国際センター（宮城県仙台市）
；2016 年 9 月 25～27 日，国内
53. 山田昌秀，村田幸平，近藤篤史，三島麻衣，徳永正浩，井上慎也，森田隆子，冨永信彦，一瀬
白帝：胃癌術後の大量出血を契機に診断した自己免疫性出血病 XIII の一例．第 78 回日本血液
学会学術集会（ポスター）
，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）；2016 年 10 月 13～15 日，国内
54. Katsuragi T, Tanaka A, Yamaguchi T, Kitamura N, Sato T, Osaki T, Souri M, Ichinose
A, Tsukada J: Long-lasting anti-FXIII-A subunit autoAbs caused cerebral bleeding 9
years after clinical remission. 第 78 回日本血液学会学術集会（ポスター），パシフィコ横
浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月 13～15 日，国内
55. 嬉野博志，木塚遥菜，佐野晴彦，西岡敦二郎，進藤岳郎，久保田寧，安藤寿彦，尾崎 司，惣
宇利正善，片山義雄，小島研介，一瀬白帝，木村晋也：広範な皮下血腫と高度の貧血を呈した
真性多血症と第 XIII/13 因子（F13）欠乏症の合併症例（ポスター）．第 78 回日本血液学会学
術集会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月 13～15 日，国内
56. 沖 将行，津田歩美，小澤秀樹，尾崎 司，惣宇利正善，一瀬白帝，高木敦司：８年の経過で
診断された関節リウマチ（RA）合併自己免疫性出血病 XIII/13（AH13）（ポスター）．第 78 回日
本血液学会学術集会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）；2016 年 10 月 13～15 日，国内
57. 水原諒子，沖 将行，津田歩美，堀田和子，海老原吾郎，小澤秀樹，一瀬白帝，高木敦司：
DIC による F13 欠乏症から慢性硬膜下血腫を合併したカサバッハメリット症候群（口頭）
．第
78 回日本血液学会学術集会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月 13～15 日，国
内
58. 惣宇利正善，北條宣政，尾崎 司，一瀬白帝：致死性自己免疫性出血病 XIII/13 症例の実験的
精密検査による病態解析（口頭）
．第 78 回日本血液学会学術集会，パシフィコ横浜（神奈川県
横浜市）
；2016 年 10 月 13～15 日，国内
59. 一瀬白帝，惣宇利正善，尾崎 司：厚労省指定難病 288 自己免疫性出血病 XIII/13 の診療ガイ
ドライン確立のための予後調査のまとめ（口頭）
．第 78 回日本血液学会学術集会，パシフィコ
横浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月 13～15 日，国内
60. 大嶺 謙，窓岩清治，畑野かおる，尾崎 司，惣宇利正善，一瀬白帝，大森 司，坂田洋一，
村田 満，神田善伸：第 XIII 因子欠乏は第 XI 因子インヒビターの出血症状を増悪させる（口
頭）
．第 78 回日本血液学会学術集会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月 13～
15 日，国内
61. 安本篤史，成島三長，尾崎 司，惣宇利正善，一瀬白帝，矢冨 裕：広範な血管奇形に伴う消
費性凝固異常症に対してダビガトランが奏功した一例（口頭）．第 78 回日本血液学会学術集
会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月 13～15 日，国内
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62. 尾崎 司，惣宇利正善，小川孔幸，小林桂子，家子正裕，橋口照人，山口宗一，一瀬白帝：後
天性血友病 A（自己免疫性第 VIII/8 因子欠乏症）における抗第 VIII/8 因子自己抗体測定の意
義（口頭）
．第 78 回日本血液学会学術集会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
；2016 年 10 月
13～15 日，国内
63. 一瀬白帝：凝固難病（疑い）症例に遭遇した時は？ 日本血栓止血学会第４回教育セミナー，
クロス・ウエーブ梅田（大阪府大阪市）
；2016 年 10 月 29〜30 日，国内
64. 一瀬白帝：抗線溶因子としての FXIII/13 と自己免疫性出血病 XIII/13 診療ガイドについて．
第 10 回日本血栓止血学会学術標準化委員会（SSC）シンポジウム（口頭），野村コンファレン
スプラザ日本橋（東京都中央区）
；2017 年 1 月 21 日，国内

研究会（特別講演）
1. 一瀬白帝：自己免疫性出血病 XIII/13 の全て（口頭）
．第 5 回後天性第 XIII(13)因子欠乏症研
究会，シェラトン都ホテル大阪（大阪府大阪市）
；2014 年 5 月 31 日，国内
2. 一瀬白帝：出血と血栓から患者さんを救うための基礎知識（口頭）．奥羽大学薬学部 教育研
修・講演会，奥羽大学薬学部（福島県郡山市）；2014 年 7 月 10 日，国内
3. 一瀬白帝：帰って来たプラスミノゲン（口頭）
．第 2 回血栓竹田フォーラム 特別講演，竹田
市総合社会福祉センター（大分県竹田市）；2014 年 9 月 6 日，国内
4. 一瀬白帝：出血性後天性凝固異常症（口頭）
．第 6 回京都 DIC フォーラム 特別講演，京都ホ
テルオークラ（京都府京都市）
；2014 年 9 月 12 日，国内
5. 一瀬白帝：出血性後天性凝固異常症への挑戦（口頭）
．第 6 回北海道後天性血友病診療研究
会，センチュリーロイヤルホテル（北海道札幌市）
；2014 年 9 月 13 日，国内
6. 一瀬白帝：帰って来たプラスミノゲン（口頭）
．RIKEN SEMINER，理化学研究所（埼玉県和光
市）
；2014 年 10 月 20 日，国内
7. 一瀬白帝：出血性非自己免疫性 FXIII/13 欠乏症の診断と治療（口頭）
．第 7 回アンチトロンビ
ンとプロテアーゼフォーラム 特別講演，京王プラザホテル札幌（北海道札幌市）；2014 年 11
月 29 日，国内
8. 一瀬白帝：難治性後天性出血性疾患への挑戦（口頭）
．第 75 回山梨血液研究会 特別講演，ア
ピオ甲府（山梨県中巨摩郡）
；2015 年 3 月 20 日，国内
9. 一瀬白帝：厚労省指定難病となった凝固異常症（口頭）
．第 3 回血栓竹田フォーラム 特別講
演，竹田市総合社会福祉センター（大分県竹田市）
；2015 年 9 月 5 日，国内
10. 一瀬白帝：難治性後天性出血性疾患と闘う！（口頭）．第１回新潟血液凝固線溶研究会 特別
講演，新潟第一ホテル（新潟県新潟市）
；2015 年 9 月 12 日，国内
11. 一瀬白帝：苦節 12 年！難病指定に至る道：AH13 の分子病態と検査（口頭）
．第 50 回日臨技九
州支部医学検査学会 特別講演，城山観光ホテル（鹿児島県鹿児島市）；2015 年 11 月 14〜15
日（講演は 14 日）
，国内
12. 一瀬白帝：難治性後天性出血病と闘う！（口頭）
．第 1 回創傷治癒・出血疾患セミナー 特別
講演，リーガロイヤルホテル小倉（福岡県北九州市）；2016 年 8 月 26 日，国内
13. 一瀬白帝：抗第 XIII/13 因子抗体の性状：結合部位と親和性（口頭）
．第 4 回血栓竹田フォー
ラム 教育講演，竹田市総合社会福祉センター（大分県竹田市）
；2016 年 9 月 10 日，国内
14. 一瀬白帝：小児の希少凝固難病（口頭）
．第 69 回東北小児白血病研究会 特別講演，山形テル
サ（山形県山形市）
；2016 年 10 月 1 日，国内
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研究会（一般演題）
1. 惣宇利正善，尾崎 司，一瀬白帝：凝固第 XIII 因子 B サブユニットとフィブリノゲンとの相
互作用部位（口頭）
．日本生化学会東北支部第 80 回例会・シンポジウム，アキタパークホテル
（秋田県秋田市）
；2014 年 5 月 10 日，国内
2. 早川佳奈，田村志宣，早川隆洋，大浦真紀，谷口文崇，木村りつ子，中野好夫，一瀬白帝，藤
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