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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
総括研究報告書

稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究

研究代表者　岩月啓氏　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野　教授

　研究要旨　天疱瘡、表皮水疱症、膿疱性乾癬と魚鱗癬様紅皮症の４疾患群につい
て、１）臨床疫学統計と臨床調査個人票改訂、２）遺伝・病因的調査、３）病態解
明、４）診断・治療法開発、５）ガイドライン改訂、６）情報公開・啓発、７）診
療費用実態調査を実施し、８）生体試料収集の管理・運用を目指して横断的な共同
事業組織を検討した。
１）臨床疫学統計と臨床調査個人票改訂
　･　受給対象３疾患（天疱瘡、表皮水疱症、膿疱性乾癬）の臨床調査個人票を用い

た疫学統計を継続した。臨床調査個人票を改訂し、付随する診断支援態勢を検討
した。Webによる症例登録と追跡調査を順次実施している。将来的には、生体
試料バンクともリンクさせたデータベースを計画している。
２）遺伝・病因的調査
　･　天疱瘡のゲノムワイド遺伝的相関解析（GWAS）に向けての研究組織を検討

した。表皮水疱症の遺伝型／表現型解析を推進した。膿疱性乾癬や乾癬の
GWAS結果から、G蛋白連結型受容体（GPCR）遺伝子を含む４個の疾患感受性
候補遺伝子解析を実施した。先天性魚鱗癬症候群の遺伝型／表現型解析データを
蓄積している。
３）病態解明
　･①天疱瘡：ファージ提示法を用いて天疱瘡および腫瘍随伴性天疱瘡の抗Dsg3モ

ノクローナル抗体の機能を解析した。病因性および非病因性抗体の解析を実施し
た。Aireノックアウトマウスにて中枢性免疫学的寛容が破綻する機序を報告した。

　･②膿疱性乾癬：乾癬の病態に関わるS100A9の新規受容体としてR8αとR9を見
出し、S100A8受容体R8βを同定した。DNAマイクロアレイおよび遺伝子多型
解析から、膿疱性乾癬の発症要因として好中球酵素の活性制御に加え、IL-8の制
御が重要であることが示唆された。表皮細胞におけるIL-33発現の消失が、膿疱
化に関連している可能性が示唆された。乾癬モデルマウスを用いた解析により、
IL-23/Th17シグナルが表皮細胞・免疫細胞間クロストークを介して乾癬の病態
を形成することを明らかにした。

　･③表皮水疱症：各種ミスセンス変異を有するリコンビナントCOL7タンパクを作
成し、発症メカニズムの解明を試みた。遺伝子型／表現型解析から、重症型単純
性表皮水疱症のDowling-Meara型の発症機序の一因を解明した。骨髄間葉系幹
細胞のc-kit陰性／PDGFRα陽性細胞分画は、多分化能を有し、７型コラーゲン
を供給するが、皮膚への遊走にはSDF-1α/CXCR4システムが重要であること
が明らかとなった。

　･④魚鱗癬様紅皮症：先天性魚鱗癬様紅皮症の病因蛋白CYP4F22は、発達過程の
ヒト表皮の角化開始において重要な役割を果たしている可能性が示唆された。水
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疱型先天性魚鱗癬様紅皮症は、培養表皮細胞に機械的刺激を加えることにより、
PGE2、IL-8、IL-18、IL-33などのマスト細胞活性化因子が産生誘導されること、
変異ケラチン導入細胞では正常ケラチン導入細胞にくらべ炎症性サイトカインの
産生が高いという結果が得られた。表皮細胞に発現するIL-33には新しいsplice･
variantが存在することが明らかとなった。患者由来iPS細胞を作成し表皮細胞の
誘導を試みた。
４）診断・治療法開発
　･①天疱瘡：認定基準および重症度基準を国際基準に基づき改訂し、臨床調査個人

票に反映させた。類天疱瘡診療ガイドラインの草案をまとめた。病因性天疱瘡抗
体をより正確にモニターできる改良ELISA法を考案した。鑑別診断に有用なデ
スモコリンELISA法の開発に着手している。天疱瘡、腫瘍随伴性天疱瘡を含む
自己免疫性水疱性疾患の血清学的診断拠点としての役割を果たした。ステロイド
療法により臨床症状が改善しない天疱瘡患者に対する抗CD20抗体（リツキシマ
ブ）の自主臨床試験を実施中である。

　･②膿疱性乾癬：血清S100A8/A9の臨床検査意義を論文報告した。血中YKL-40･
（Chitinase･3-like･1･（CHI3L1））レベルが、膿疱性乾癬患者の重症度を反映する
マーカーとして有用であることを報告した。顆粒球吸着療法（GCAP療法）の有
効性と安全性について多施設共同試験を施行した。膿疱性乾癬に対するTNFα
阻害薬療法の有効性と安全性の検証を継続中である。

　･③先天性表皮水疱症：3次元積層化培養法を用いて線維芽細胞表面にナノ薄膜を
形成し、真皮層を形成することができた。このモデルを応用し、線維芽細胞層に
脈管細胞を組み込む真皮再構成を開発中である。骨髄幹細胞移植療法の導入に向
けて、臨床プロトコール作成を開始し、安全性向上のためにブスルファン血中濃
度測定系を確立した。表皮水疱症患者を対象とした骨髄間葉系幹細胞移植臨床試
験の準備を進めた。

　･④魚鱗癬様紅皮症：魚鱗癬の低侵襲性スクリーニング法である粘着テープ剥離角
層サンプルを用いたコルネオデスモソーム構成分子の免疫染色法と、タイトジャ
ンクションのバリア機能解析に有用と思われる電顕および免疫電顕法を開発した。
魚鱗癬様紅皮症患者の皮膚病変部パラフィン切片のDNAから、病因遺伝子変異
の同定が可能であることを示した。先天性魚鱗癬様紅皮症に対する低分子量ヒア
ルロン酸ナトリウム（HANa）の効果を検討した。
５）ガイドライン改訂
　･　受給対象疾患の診療ガイドラインはすでに初版を上梓したが、順次、改訂作業

を実施中。ガイドライン英訳化を進めている。
６）情報公開・啓発
　･　平成22年度に作成した８種類の「一般・患者向け」と「医療者向け」パンフレッ

トを全国の主要医療施設、患者団体、公開講座へ配布し、難病情報センターと研
究班ウェブサイト上でPDF版として公開した。
７）診療費用実態調査
　･　表皮水疱症および水疱性先天性魚鱗癬様紅皮症患者における「在宅難治性皮膚

疾患指導管理料」と「特定保健医療材料」の医療費について班員施設で調査した。
８）生体試料収集の管理・運用
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研究分担者名（所属機関名）
天谷　雅行（慶応大学・教授）
橋本　　隆（久留米大学・教授）
青山　裕美（岡山大学・准教授）
照井　　正（日本大学・教授）
許　　南浩（岡山大学・教授）
小宮根真弓（自治医科大・准教授）
清水　　宏（北海道大学・教授）
金田　安史（大阪大学・教授）
小島　勢二（名古屋大学・教授）
池田　志斈（順天堂大学・教授）
山本　明美（旭川医科大学・准教授）
黒沢美智子（順天堂大学・准教授）
武藤　正彦（山口大学・教授）
玉井　克人（大阪大学・教授）
白方　裕司（愛媛大学・准教授）
秋山　真志（名古屋大学・教授）

研究協力者名（所属機関名）
小澤　　明（東海大学・教授）
山西　清文（兵庫医科大学・教授）
佐野　栄紀（高知大学・教授）
金蔵　拓郎（鹿児島大学・教授）
須賀　　康（順天堂浦安・教授）
谷川　瑛子（慶応大学・講師）
阪口　政清（岡山大学・准教授）
濱田　尚宏（久留米大学・講師）
下村　　裕（新潟大学・准教授）
西江　　渉（北海道大学・講師）

Ａ．研究目的
　稀少難治性皮膚疾患（天疱瘡、表皮水疱症、
膿疱性乾癬、魚鱗癬様紅皮症）の克服には、
病因・病態解析と治療開発が急務である。本
研究班は、天疱瘡、表皮水疱症、膿疱性乾癬

と魚鱗癬様紅皮症の４疾患群の病因・病態研
究、臨床統計調査、生体試料収集と、治療開
発のための自主臨床試験を実施している。皮
膚科と異分野が共同で研究を遂行し、班員を
中心に難病医療の診療拠点として情報発信と
啓発を実施している。

１．研究班共通の研究課題
　１･）永続的全国調査（臨床調査個人票によ

る）
　２）班員による症例登録の実施
　３･）生体試料収集事業と症例登録との連結

（遺伝子リファレンスライブラリーを含
む）の推進。

　４･）国際分類・診断基準に基づく臨床個人
調査票改訂

　５･）新規治療を組み入れた診療ガイドライ
ン改訂と英訳化

　６･）難病診療拠点として診断技術・医療情
報提供と啓発を継続。

　７･）診療実態調査：「在宅難治性皮膚疾患
指導管理料」と「特定保健医療材料」の
実施状況の把握

２．各研究対象疾患の研究目的
①天疱瘡
　１）発症要因のゲノム解析準備
　２･）動物モデルを用いた自己抗体産生機序

解明
　３･）病因性抗体測定に有用な新規検査法及

び血清診断拠点としての役割
　４･）抗CD20抗体（リツキサン）の自主臨

床治験を継続。
②膿疱性乾癬
　１）疾患・薬剤感受性遺伝子の解析

　･　医薬基盤研究所・難病研究資源バンクとの連携のもと、稀少難治性皮膚疾患（岩
月班）と神経皮膚症候群（大塚班）の７疾患群（天疱瘡、膿疱性乾癬、先天性表
皮水疱症、先天性魚鱗癬様紅皮症、神経線維腫症、色素性乾皮症、結節性硬化症）
に関する多施設共同の生体試料収集を促進するために、MTA提供総合システム
を併せた新たな組織体制を提案した。
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　２）炎症メディエーター解析
　３）TNFα阻害薬治療の症例集積
　４･）顆粒球除去療法（GCAP）の自主臨床

試験の総括。
③表皮水疱症
　１）遺伝子型／表現型解析を集積
　２）培養皮膚移植療法の改良
　３）間葉系幹細胞の皮膚への遊走機序解明
　４･）骨髄幹細胞移植治療の安全性向上を目

指したプロトコール検討
　５･）骨髄間葉系幹細胞移植の自主臨床試験

準備。
④魚鱗癬様紅皮症
　１）責任遺伝子と臨床病型の比較検討
　２･）患者由来iPS細胞の表皮角化細胞分化

誘導と異常遺伝子修復の試み
　３･）治療を目標にした角層機能・恒常性保

持因子の解明

Ｂ．研究方法
１．共通研究課題
　１･）永続的全国調査：臨床調査個人票を用

いた臨床疫学統計をする（黒沢ら）。
　２･）症例登録の実施：Web入力による症

例登録を継続し、各疾患群における中期
的観察項目を抽出する（青山、秋山ら）。

　３･）生体試料収集事業の推進：遺伝子・生
体試料リファレンスライブラリーとして
の知財を管理・運用するために、生体試
料バンクと臨床データをリンクさせた整
備を進める（青山、秋山、武藤ら）。

　４･）臨床個人調査票改訂：現代の医療水準
に照らして、各疾患群の診断精度を向上
させ、重症度分類を可能にし、国際的に
も通用する臨床調査個人票に改訂する

（各分科会）。
　５･）診療ガイドライン改訂：生物学製剤、

細胞療法、新規医療技術を組み入れた診
療ガイドラインに改訂し、順次、英訳を
進め、将来の国際的臨床試験にも対応す
る準備を進める（各分科会）。

　６･）難病診療拠点、情報提供と啓発：難病

診断支援のために班員施設の診断的検査
拠点化と診療支援ソフトを開発する。医
師・患者の双方向情報共有を推進し、難
病医療に取り組む（各分科会）。

　７･）診療実態調査：平成22年の診療報酬改
訂の「在宅難治性皮膚疾患指導管理料」
と「特定保健医療材料」の実施状況の把
握し、特に、重症例に対する診療費用の
実態を調査する（青山、岩月ら）。

２．疾患別研究方法
（天疱瘡）
　１･）発症機序解明：天疱瘡動物モデルと

Aireノックアウトマウスを用いた中枢
性（胸腺）免疫寛容破綻機序を論文報告
する（天谷ら）。ファージ提示法および
抗原修飾法による天疱瘡抗体エピトープ
解析を行う（天谷、青山）。

　２･）遺伝・病因的解析：GWASにむけて
生体試料収集と運用の準備を行う（下村
ら）。

　３･）棘融解機序解析：天疱瘡抗体による
Dsg3分解部位と、細胞内取り込みとシ
グナル伝達を検討（青山ら）。

　４･）診断法・診断拠点の展開：天疱瘡抗原
分子の前駆タンパクの臨床的意義（天谷
ら、青山ら）。病因性天疱瘡抗体を検出
する検査法の提示（岩月、青山ら）。天
疱瘡および関連疾患の血清学的診断支援
を実施（橋本ら）。

　５･）臨床試験：抗CD20抗体（リツキサン）
の自主臨床試験の実施（天谷、岩月、清
水、橋本）。

（膿疱性乾癬）
　１･） 疾 患・ 薬 剤 感 受 性 遺 伝 子 の 解 析：

GWAS解析から絞りこまれた遺伝子の
転写産物と機能について解析する（小澤
ら）。治療薬に対する反応性を規定する
薬剤感受性遺伝子の解析する（武藤ら）。

　２･）炎症メディエーター解析：S100ファ
ミリー／ＲＡＧＥシグナル経路解明を継
続する（許、阪口ら）。膿疱性乾癬の炎
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症機序の特徴を樹状細胞サブセットと機
能から解析（小宮根、佐野ら）。脂質の
核内受容体および核内転写系の解析（照
井、山西ら）。炎症メディエーターとし
ての血清YKL-40、S100A8/A9の臨床的
意義（山西、岩月ら）。

　３･）TNFα阻害薬治療の症例集積：膿疱
性乾癬に対するTNFα阻害薬使用例を
集積して、有効性と安全性の検証を継続
する（小宮根、岩月ら）。

　４･）顆粒球除去療法（GCAP）の自主臨床
試験の総括：完了したGCAP療法の有
効性と安全性を検証し、最終年度を目標
にGCAP安全使用指針をまとめる（池田、
金蔵ら）。

（表皮水疱症）
　１･）遺伝子型／表現型解析を集積：変異遺

伝子を特定し、その機能異常を明らかに
して、病態を探究する（清水、西江ら）。
変異遺伝子のリードスルー療法や、siR-
NA療法の可能性を検討する（清水、西
江ら）。

　２･）培養皮膚移植療法の改良：細胞積層法
を用いたより生体に近い三次元真皮再生
研究を進める。

　３･）骨髄間葉系幹細胞の生物学的特性：骨
髄間葉系細胞が皮膚へ遊走し、分化する
機序を科学的に裏付ける。

　４･）骨髄幹細胞移植治療：骨髄幹細胞移植
のプロトコールと、実施前後の支持療法
を検討する。海外の実施例を検証しつつ、
適応症例、治療効果と副反応を解析し、
最大限の安全性を考慮した遺伝子治療を
推進する（清水ら、金田ら、小島ら）。

　５･）骨髄間葉系幹細胞移植：骨髄間葉系幹
細胞移植に向けた倫理委員会承認を得て、
臨床試験を推進する（玉井、金田ら）。

（魚鱗癬様紅皮症）
　１）責任遺伝子と臨床病型の比較検討
　２･）患者由来iPS細胞の表皮角化細胞分化

誘導と異常遺伝子修復の試み
　３･）治療を目標にした角層機能・恒常性保

持因子の解明

（倫理面への配慮）
　疾患別研究参加施設は、各施設の「ヒトゲ
ノム・遺伝子解析研究」、「臨床研究等」の倫
理委員会承認を得て研究に着手する。

Ｃ．研究結果
１．共通研究課題成果
　１･）全国調査：臨床調査個人票を用いた全

国疫学調査を継続的に実施した（黒沢ら）。
　２･）症例登録：臨床所見、遺伝子解析を含

めた臨床データを順次、集積中（皮膚科
系班員）。

　３･）生体試料収集事業と症例登録との連結
した知財管理の検討：医薬基盤研究所・
難病研究資源バンク、稀少難治性皮膚疾
患に関する調査研究班（岩月班）と神経
皮膚症候群に関する調査研究班（大塚班）
が共同して、7疾患（天疱瘡、膿疱性乾癬、
先天性表皮水疱症、先天性魚鱗癬様紅皮
症、神経線維腫症、色素性乾皮症、結節
性硬化症）に関する多施設共同の生体試
料収集を可能にするMTA提供総合シス
テムを提案した（武藤ら）。症例登録と
リンクさせた遺伝子リファレンスライブ
ラリを段階的に計画中。

　４･）臨床個人調査票改訂：臨床調査個人票
をもとにした全国調査から、より精度の
高い、国際的に通用するデータベースを
得るために、新たな診断基準・重症度分
類を組み入れて臨床調査個人票を改訂し
た。同時に、申請者の利便性に配慮して、
天疱瘡における重症度スコア（ＰＤＡＩ）
の自動計算ソフト開発（天谷ら）や、班
員による血清・組織診断拠点化を準備し
ている（皮膚科系班員）。

　５･）診療ガイドライン改訂と英訳化：類天
疱瘡診療ガイドラインを作成した（橋
本）。天疱瘡、膿疱性乾癬、表皮水疱症
では、生物学的製剤や細胞療法の有効性
評価を開始し、ガイドラインへの組み入
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れを検討中（照井ら、清水ら）。
　６･）診断技術・情報提供と啓発を継続：班

員の施設を中心に、自己免疫水疱症の血
清診断（橋本ら）、表皮水疱症の遺伝子
診断の依頼に対応し（清水、西江ら）、デー
タを集積してきた。臨床調査個人票の改
訂に伴い、診療の負担を軽減し、正確性
を向上させるために重症度スコアを自動
計算できるソフトを開発中である（天谷、
青山）。

　　･　平成22年度に作成した８種類の「一
般・患者向け」と「医療者向け」パンフ
レットを全国の主要医療施設、患者団体、
公開講座へ配布し、難病情報センターと
研究班ウェブサイト上でPDF版として
公開した（橋本、岩月、青山）。

　７･）診療実態調査：班員の施設において平
成22年度診療報酬改定で保険収載された

「在宅難治性皮膚疾患指導管理料」と「特
定保健医療材料」の実施状況を把握した

（岩月、青山）。詳細は報告書（担当：青
山）に記載した。

２．疾患別研究成果
（天疱瘡）
　１･）解明：天疱瘡マウスモデルとAireノッ

クアウトマウスを用いて、中枢性免疫学
的寛容の破綻機序の一因を解明し、論文
報告した（天谷ら）ファージ提示法を用
いて天疱瘡抗体エピトープを解析し、棘
融解誘導能（病因性）についての解析を
実施した（天谷ら）。デスモグレイン分
子修飾法を用いて、病因性抗体と前駆タ
ンパク抗体を含む非病原性抗体を区別す
る方法を考案した。

　２･）遺伝・病因的解析：GWASに向けて
DNA試料を管理・運用する体制を準備
した（下村ら）

　３･）棘融解機序解析：天疱瘡抗体結合に誘
導される細胞内シグナルと、デスモグレ
イン分子の動態解明を進めた（青山ら）。

　４･）診断法・診断拠点の展開：病因性天疱

瘡抗体を測定するELISA法を改良した
（青山、岩月）。全国から依頼に応えて血
清診断を実施した（橋本）。

　５･）臨床試験：難治性天疱瘡に対する抗
CD20療法を２症例で実施し、副作用な
く、良好な結果が得られた（天谷、谷川、
橋本ら）。

（膿疱性乾癬）
　１･）疾患・薬剤感受性遺伝子の解析：乾癬

における･GWAS結果から、G蛋白連結
型受容体遺伝子を含む４個の疾患感受性
候補遺伝子解析を実施した（小澤ら）。

　２･）炎症メディエーター解析：S100A9R
のRAGE以外の受容体としてR8αとR9

（仮称）を見出し、S100A8受容体である
R8βを同定した（許、阪口）。DNAマ
イクロアレイおよび遺伝子多型解析から、
膿疱性乾癬の発症要因として好中球酵素
の活性制御に加え、IL8の制御が重要で
あることが示唆された（武藤）。表皮細
胞におけるIL-33の消失が、膿疱化に関
連している可能性が示唆された（小宮
根）。乾癬モデルマウスを用いた解析に
より、IL-23/Th17シグナルが表皮細胞・
免疫細胞間クロストークを介して乾癬の
病態を形成することを明らかにした（佐
野）

　３･）TNFα阻害薬治療の症例集積：膿疱
性乾癬に対するTNFα阻害薬療法の症
例を集積し、有効性と安全性の検証を継
続中である（小宮根、岩月）。

　４･）顆粒球除去療法（GCAP）：自主臨床
試験を終了し、厚労省へ申請を行った。
実施症例における有効性と安全性につい
てさらに検討を継続しており、適正・安
全使用のガイドラインを作成中である

（池田、金蔵ら）。･
（表皮水疱症）
　１･）遺伝子型／表現型解析：遺伝子解析と

臨床的表現型の関連から、いくつかの新
たな遺伝子機能が明らかになった（清水、
西江ら）。
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　２･）培養皮膚移植療法の改良：細胞を三次
元積層化する新手法を用いて線維芽細胞
表面にナノ薄膜を形成し、真皮層を形成
することができた（白方）。このモデル
を応用し、線維芽細胞層の間に脈管細胞
を組み込む真皮再構成を開発中である。

　３･）間葉系幹細胞の特性解明：c-kit陰性・
PDGFR陽性間葉系幹細胞の皮膚への遊
走に、SDF-1α/CXCR4系が関与してい
ることを見出した（金田、玉井ら）。

　４･）骨髄幹細胞移植治療：臨床試験を実施
するためのプロトコール（案）を作成し、
安全性向上のためにブスルファン血中濃
度測定系を確立した（小島）。

　５･）骨髄間葉系幹細胞移植：骨髄間葉系幹
細胞移植臨床研究開始に向けて、大阪大
学および厚労省との協議を重ね、倫理委
員会承認を得た。６症例について臨床試
験を開始する準備が整った。

（魚鱗癬様紅皮症）
　１･）責任遺伝子と臨床病型：先天性魚鱗癬

様紅皮症の病因蛋白CYP4F22は、発達
過程のヒト表皮の角化開始において重要
な役割を果たしている可能性が示唆され
た（秋山ら）。水疱型先天性魚鱗癬様紅
皮症は、培養表皮細胞に機械的刺激を加
えることにより、PGE2、IL-8、IL-18、
IL-33などのマスト細胞活性化因子が産
生誘導されること、変異ケラチン導入細
胞では正常ケラチン導入細胞にくらべ炎
症性サイトカインの産生が高いという結
果が得られた（小宮根ら）。表皮細胞に
発現するIL-33には新しいsplice･variant
が存在することが明らかとなった（小宮
根ら）。

　２･）患者由来iPS細胞の表皮角化細胞分化
誘導と異常遺伝子修復：患者由来iPS細
胞を作成し表皮細胞の誘導を行った。ケ
ラチンマーカーを発現する細胞が誘導さ
れたが、分化の効率、機能解析は今後の
課題である（青山）。iPS細胞を用いた
異常遺伝子修復や、siRNAやリードス

ルー療法などの解析を検討中（青山）。
　３･）角層機能・恒常性保持因子の解明：粘

着テープ剥離角層サンプルを用いたコル
ネオデスモソーム構成分子の免疫染色法
を開発し、inside-outsideバリア機能に
おけるtight･ junction･結合の電顕および
免疫電顕法を開発した（山本）。魚鱗癬
様紅皮症患者の皮膚病変部パラフィン切
片のDNAから、病因遺伝子変異の同定
が可能であることを示した（山本）。魚
鱗癬様紅皮症に対する低分子量ヒアルロ
ン酸ナトリウム（HANa）の効果を検討
した（須賀）。

Ｄ．考察
１．共通研究課題の今後の展開
　難病医療推進するために臨床疫学調査は必
須であり、永続的に実施し、年次報告を行い、
医療行政と情報共有する。
･　班員による症例登録と、生体試料収集事業
を連結した知財（遺伝子リファレンスライブ
ラリーを含む）を構築する必要がある。
　国際分類・診断基準に基づく臨床個人調査
票改訂と、新規治療を組み入れた診療ガイド
ライン改訂を順次行っていく。
　医療水準の高度化と、診断に必要な専門的
検査技術は、一般診療医の診断能力を超える
ものであり、その診療支援を目的として班員
施設は、難病診療拠点として診断技術を提供
し、医療情報提供と啓発を続ける。

２．疾患別研究の考察
（天疱瘡）
　研究計画に従って、動物モデルによる免疫
寛容破綻機序の解明、病因性天疱瘡抗体の測
定法、診断基準・重症度基準公開・ガイドラ
イン作成。抗CD20抗体療法の自主臨床研究
を実施した。平成24年度以降の研究計画とし
て、１）病因性自己抗体産生に至るまでの過
程の解明、２）デスモグレイン３反応性Ｔ細
胞クローンを用いての免疫寛容破綻機序の解
明、３）病因的抗体や非病因的自己抗体の多
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様性の解析、４）抗デスモグレイン抗体結合
よる表皮細胞内シグナルと標的分子の細胞内
取り込み機序とともに、５）抗CD20抗体の
臨床試験を継続する。
（膿疱性乾癬）
　臨床統計調査、疾患・薬剤感受性遺伝子、
炎症メディエーターと表皮増殖異常、炎症に
おける樹状細胞の関与を解析した。顆粒球除
去療法（GCAP）の自主臨床試験と申請を完
了しており、早期の承認が待たれる。
　S100A8/A9蛋白/RAGE経路に加えて新た
なS100A8/A9の受容体が特定された。乾癬
や膿疱性乾癬における表皮増殖と炎症反応を
病因的にリンクさせる重要なシグナル経路と
思われる。
　S100A8/A9とRAGE経路の病態への関与
を解明する。TNFα阻害薬および顆粒球除
去療法の適正・安全使用指針の提言。疾患感
受性遺伝子のexome解析を導入するための
準備を行う。
（表皮水疱症）
　疾患動物モデルを用いた治療のシミュレー
ションが、いよいよ臨床に応用される段階に
入りつつある。骨髄間葉系幹細胞治療は、倫
理委員会承認を受けた。骨髄幹細胞療法は、
医療技術的には実施は可能であるが、対象病
型や長期予後とその副反応の慎重な検証をし
ている。新たな培養皮膚の開発も進められて
いる。
　平成24年度以降は、表現型/遺伝子型相関
解析をもとに、遺伝子変異の地域分布、生活
習慣、生活環境などにおける予防因子、予後
悪化要因、合併症出現などの解明を目指す。
移植・細胞治療（骨髄間葉系幹細胞移植、骨
髄移植、培養表皮シート）を臨床研究として
推進し、さらにsiRNAやリードスルー原理
を用いた薬剤療法の可能性についても検討を
始めたい。
（魚鱗癬様紅皮症）
　魚鱗癬様紅皮症の遺伝子型・表現型相関と、
角化異常と炎症反応の解析を進めてきた。角
層バリア機能異常の解析をもとに、治療への

応用を進めている。患者由来のiPS細胞を用
いた機能解析と変異遺伝子修復の可能性につ
いても着手した。次年度からは、二次調査票
の詳細を解析し、臨床疫学像と遺伝子変異を
さらに検討し、角化異常機序をオートファ
ジーの視点からも検討する。角層バリア異常
の補完療法・医療材料の検討にも取り組む予
定である。

Ｅ．結論
　稀少難治性皮膚疾患（天疱瘡、表皮水疱症、
膿疱性乾癬、魚鱗癬様紅皮症）の克服を目指
して、疫学調査、病因・病態解析と自主臨床
試験に取り組んできた。同時に、医師・患者
双方向の医療情報共有と啓発活動を展開し、
医薬基盤研究所とも共同で、生体試料収集と
管理・運用を推進してきた。病態や根治的治
療についてはなお未解決の問題は多く、次な
る研究目標と到達点を設定して、難病医療に
寄与するために研究を継続する必要がある。

Ｆ．健康危険情報
　特記事項なし。
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