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第19回日本臨床毛髪学会を
開催するにあたって

会　長 河田 真作
 河田外科形成外科 院長

　この度、第19回日本臨床毛髪学会を11月に岡山で開催します。歴史ある学会

のお世話をさせていただくことを大変光栄に存じております。

　フィナステリドの登場によってAGA治療は一気に身近なものとなりました。

これを契機に一般の方の毛髪医療に対する関心が以前より高まっています。今回

の学会で、加齢、疾患、外傷など様々な原因で起こる脱毛症を幅広い視点から議

論することで、今後の毛髪医療の発展に寄与することができれば幸いです。

　11月23日（日）は学術集会です。海外からも著名な講師の先生方をお呼びして、

脱毛治療、円形脱毛症治療、毛髪再生などについて、シンポジウム、教育講演な

どを予定しています。

　学術集会では英語の同時通訳も準備いたします。

　11月24日（月）は場所を河田外科形成外科の手術室に移して、実際の植毛手術

のライブサージャリーを行います。植毛治療をクリニックに導入される予定の先

生はもちろん、植毛治療に馴染みのなかった先生、植毛治療に精通されている先

生にも是非参加していただければと思います。

　23日（日）の学術集会の後に学会場の隣のホテルで懇親会を設けています。岡

山は中国地方の瀬戸内海に面しており、温暖な気候に恵まれているため、海の幸、

山の幸、果物が豊富に取れる豊かな土地です。会場の近くには、烏城とも呼ばれ

る岡山城を望む日本三大名園のひとつである後楽園があり、倉敷にもお立ち寄り

できます。

　この機会に、形成外科、皮膚科、基礎医学をはじめ多方面の領域の先生方に多

数ご参加いただき、実りある学会となりますよう宜しくお願い申し上げます。
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日本臨床毛髪学会 理事役員担当者
（2014年4月～）

 （50音順）

〔理 事 長〕 柳生　邦良

〔常任理事〕 石井　良典 倉田荘太郎 佐藤　明男

〔理　　事〕 乾　　重樹 貴志　和生 清澤　智晴

桑名隆一郎 白澤　友裕 武田　　啓

寺師　浩人 長井　正寿 林　　光輝

〔監　　事〕 長西　裕樹

〔名誉会員・名誉理事〕

江崎　哲雄 平山　　峻

〔顧　　問〕 板見　　智 宇野　秀夫 高安　　進

坪井　良治

〔評 議 員〕 井砂　　司 出田　立郎 河田　真作

清水　瑠加 豊島　公栄 中山　雅史

峯岸　祐之
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日本臨床毛髪学会の歩み

回　数 名　　称 会　　長 開 催 日 開催地

第 1 回 日本臨床毛髪外科学会 稲葉 益己（稲葉クリニック） 1994.9.14 東　京

第 2 回 日本アジア臨床毛髪外科学会 江崎 哲雄（江崎クリニック） 1996.6.24 東　京

第 3 回 日本アジア臨床毛髪外科学会 若松 信吾（東京女子医科大学形成外科） 1997.6.28 東　京

第 4 回 日本アジア臨床毛髪外科学会 青山 久（愛知医科大学 形成外科） 1998.6.27 名古屋

第 5 回 日本臨床毛髪外科学会 今川 賢一郎（ヨコ美クリニック） 1999.6.27 東　京

第 6 回 日本臨床毛髪外科学会 平山 峻（東京メモリアルクリニック） 2000.6.24 ‒25 東　京

第 7 回 日本臨床毛髪外科学会 渡辺 純至（セブンベルクリニック） 2001.6.2 ‒3 東　京

第 8 回 日本臨床毛髪外科学会 葛西 健一郎（葛西形成外科） 2002.6.22 ‒23 大　阪

第 9 回 日本臨床毛髪学会 加曾利 要介（愛和クリニック） 2003.6.21 ‒22 東　京

第10回 日本臨床毛髪学会 石井 良典（大宮スキンクリニック） 2004.6.26 ‒27 東　京

第11回 日本臨床毛髪学会 佐藤 明男（東京メモリアルクリニック・平山） 2005.10.22‒23 東　京

第12回 日本臨床毛髪学会 倉田 荘太郎（くらた医院） 2006.12.9 ‒10 別　府

第13回 日本臨床毛髪学会 柳生 邦良（紀尾井町クリニック） 2007.11.24‒25 東　京

第14回 日本臨床毛髪学会 長井 正寿（ナガイクリニック） 2008.11.15‒16 福　岡

第15回 日本臨床毛髪学会 寺師 浩人（神戸大学 形成外科） 2009.12.12‒13 神　戸

第16回
日本臨床毛髪学会学術集会
（ 第29回日本臨床皮膚外科学会総会・
学術集会との合同学術集会）

佐藤 明男（東京メモリアルクリニック・平山） 2011.2.25 ‒26 沖　縄

第17回 日本臨床毛髪学会学術集会 清澤 智晴（防衛医科大学校 形成外科） 2012.11.22‒23 東　京

第18回 日本臨床毛髪学会学術集会 武田 啓（北里大学医学部 形成外科・美容外科学） 2013.11.23‒24 東　京

第19回 日本臨床毛髪学会学術集会 河田 真作（河田外科形成外科） 2014.11.23‒24 岡　山
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開 催 概 要

第1日目　　平成26年11月23日（日） 勤労感謝の日 受付開始　8：30

 8：30～ 9：15 日本臨床毛髪学会理事会（コンベンションセンター 4F）

 9：30～17：45 第19回日本臨床毛髪学会学術集会（コンベンションセンター 1F）

18：00～20：00 総合懇親会（全日空ホテル 1F 曲水）

第2日目　　平成26年11月24日（月） 振替休日 受付開始　8：00

 9：00～13：00 ライブサージャリー（河田外科形成外科）

参　加　費

※ 当日現金で参加費をお支払い下さい。事前申し込みはありません。
（参加費には抄録代、懇親会代を含む）

開催日 イベント 会　場 会　員 非会員

23日 学術集会 岡山コンベションセンター
（ママカリフォーラム） 10,000円 15,000円

23日 懇 親 会 全日空ホテル1F曲水 学術集会参加者：無料
（懇親会のみ参加：5,000円）

24日 ライブサージャリー 河田外科形成外科 30,000円
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10：35～11：15　Korea-Japan Friendship Session （同時通訳）
AGA Treatment
座長：齊藤 典充

演者：Chang-Hun Huh、Gwang Seong Choi

11：25～12：25 シンポジウム Ⅰ （同時通訳）
急速に進行する円形脱毛症の患者が来たら：

私はこう考える、こう治療する
司会：乾　重 樹

演者：内山 真樹、中島 武之

12：40～13：40 ランチョンセミナー （同時通訳） 共催：㈱MSD

Patterned Hair Loss, Hair Aging, and Anti-Aging Strategies
司会：坪井 良治

演者：Ralph M. Trüeb

13：55～14：55 特 別 講 演 （同時通訳）
Surgical Treatment and Medication for AGA

司会：柳生 邦良
演者：Vincenzo Gambino、Andy Goren

15：10～16：10 シンポジウム Ⅱ （同時通訳）
毛髪再生医療
司会：木股 敬裕

演者：天羽 康之、大 山　学、豊島 公栄

16：20～16：50 アフターヌーンセミナー 共催：㈱アデランス
フラーレンが拓く皮膚と毛髪の新しいナノ医学治療

座長：倉田 荘太郎　　演者：乾　重 樹
16：50～17：40 教 育 講 演

円形脱毛症の治療
座長：藤 本　亘
演者：伊藤 泰介

17：40～17：45 閉　会　式

18：00～20：00　　　総 合 懇 親 会　　会場：岡山全日空ホテル 1階 曲水
挨拶：森口 隆彦
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プログラム

テーマ：毛髪医療のトピックス

2014年11月23日日　岡山コンベンションセンター

8：30～9：15 理 事 会 4F 401 会議室

 第19回日本臨床毛髪学会 学術集会 1F イベントホール東

9：25～9：30 開 会 式　　 開会の辞　　第19回日本臨床毛髪学会学術集会 会長　河田 真作

理事長挨拶　柳生 邦良

9：30～10：30 一般演題

座長：稲川 喜一（川崎医科大学 形成外科）

O-1 ヒト真皮毛根鞘細胞の解析
資生堂リサーチセンター　吉田　雄三

O-2 円形脱毛症の治療成績を向上させるための工夫について
桑名皮フ科　桑名隆一郎

O-3 スキンブロッティング法によるマウス背部皮膚の毛包タンパク質の検出
東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学分野　峰松　健夫

O-4 Acyl homoserine lactoneにより活性化される
表皮角化細胞内シグナル伝達経路の探索

東京大学大学院医学系研究科 老年看護／創傷看護学分野　池田　真一

O-5 発毛促進作用を発揮するアシル化ホモセリンラクトンの投与方法の検討
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野　西島　良美

O-6 ob/ob マウスにおける毛周期の同定
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野　田崎なつみ

O-7 男性型脱毛症における毛包皮脂腺およびバルジ領域の臨床病理学的研究
東京女子医科大学東医療センター 形成外科　クレ カツヒロ
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10：35～11：15 Korea-Japan Friendship session［同時通訳］

座長：齊藤 典充（横浜労災病院 皮膚科）

1　 Current & future surgical treatment for androgenic alopecia
Chang-Hun Huh
Department of Dermatology, Seoul National University Bundang Hospital

2　 Current perspectives on medical therapeutic options for 
androgenic alopecia

Gwang Seong Choi
Department of Dermatology, Inha University College of Medicine, 
Chairman of Institutional Review Board（ IRB）, Inha University Medical Center

11：25～12：25 シンポジウムⅠ［同時通訳］
司会：乾 重樹（大阪大学大学院医学系研究科 皮膚・毛髪再生医学）

急速に進行する円形脱毛症の患者が来たら：
私はこう考える、こう治療する

S1-1 急速進行型円形脱毛症の予後
東京医科大学 皮膚科　内山　真樹

S1-2 急速に進行する円形脱毛症の治療
大阪府立急性期・総合医療センター 皮膚科　中島　武之

12：40～13：40 ランチョンセミナー［同時通訳］ 共催：MSD株式会社

座長：坪井 良治（東京医科大学 皮膚科）

Patterned Hair Loss, Hair Aging, and Anti-Aging Strategies
Ralph M. Trüeb
Center for Dermatology and Hair Diseases, Zurich-Wallisellen, Switzerland
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13：55～14：55 特別講演［同時通訳］

司会：柳生 邦良（紀尾井町クリニック）

1　 Hair Transplantation on Patients Younger Than 25
Vincenzo Gambino
President of the International Society of Hair Restoration Surgery（ I.S.H.R.S.）.
San Raffaele University Hospital in Milan, Italy

2　 Clinical Utility and Validity of Minoxidil Response Testing in 
Androgenetic Alopecia

Andy Goren
President and Chief Medical Offi cer - Applied Biology, Inc. 
Dermatology - University of Rome （ "G.Marconi"）, Italy. 

15：10～16：10 シンポジウムⅡ［同時通訳］
司会：木股 敬裕（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 形成外科）

毛髪再生医療

S2-1 髪の毛からはじまる未来の再生医療
北里大学医学部 皮膚科学　天羽　康之

S2-2 ヒト毛包再生に向けた細胞コンポーネント最適化のストラテジー
慶應義塾大学医学部 皮膚科学　大山　　学

S2-3 毛髪の器官再生医療の実現に向けた研究戦略と展望
理化学研究所 発生再生研究センター　豊島　公栄

16：20～16：50 アフタヌーンセミナー 共催：株式会社アデランス

座長：倉田 荘太郎（別府ガーデンヒルクリニック くらた医院）

フラーレンが拓く皮膚と毛髪の新しいナノ医学治療
乾 重樹
大阪大学大学院医学系研究科 皮膚・毛髪再生医学寄附講座
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16：50～17：40 教育講演

司会：藤本 亘（川崎医科大学 皮膚科）

円形脱毛症の治療
伊藤 泰介
浜松医科大学 皮膚科学講座

17：40～17：45 閉 会 式　　 閉会の辞　　　河田 真作（河田外科形成外科）

次期会長挨拶　桑名 隆一郎（桑名皮フ科）

18：00～20：00 総合懇親会 岡山全日空ホテル1階 曲水

  　挨　拶　　森口 隆彦　川崎医科大学附属川崎病院

　各賞授賞式

　記念品贈呈
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2014年11月24日月　河田外科形成外科

第19回日本臨床毛髪学会 学術講習会

9：00～13：00 ライブサージャリー

私のFUT移植
ドナースプリット法
傷跡を残さない変形マットレス縫合
ロスを極限まで排した2段階切開法

術　者

長井 正寿
ルネッサンスクリニック福岡院



抄　　録
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特別講演1

Transplantation on young patients is always an extremely delicate situation to confront. On one 

side you are faced with a patient who wants an immediate solution to his hair loss problem and 

on the other side are the legitimate concerns connected to his age and the reality that future 

hair loss can not be predicated with absolute certainty.

The author will discuss his guidelines in dealing with this dilemma to achieve a consensus with 

the patient while allowing a safe way to proceed without compromising the result in the future.

Bibliography 

Dr. Gambino is President of the International Society of Hair Restoration Surgery (I.S.H.R.S.). 
He serves as Director of Hair Restoration Surgery at San Raff aele University Hospital in Milan. 
Currently he serves a three year term as President of the Italian Society of Tricology (S.I.Tri.). 
A past president, he serves on the Executive Board of the Italian Society of Hair Restoration (ISHR) 
and is Professor of Hair Restoration Surgery at the University of Florence. He has authored the hair 
restoration chapters on numerous dermatology text books

Hair Transplantation on Patients Younger Than 25

Vincenzo Gambino M.D. 
President of the International Society of Hair Restoration Surgery（ I.S.H.R.S.）.
San Raffaele University Hospital in Milan, Italy
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特別講演2

Clinical response to 5% topical minoxidil for the treatment of androgenetic alopecia (AGA) is 

typically observed after 3-6 months. Approximately 40% of patients will regrow hair (1). Given 

the prolonged treat- ment time required to elicit a response, a diagnostic test for ruling out non-

responders would have signifi cant clinical utility. Two studies have previously reported that 

sulfotransferase enzyme activity in plucked hair follicles predicts a patient’s response to topical 

minoxidil therapy (4,5). The aim of this study is to assess the clinical utility and validity of min-

oxidil response testing. In this communication, we conducted a meta-analysis of completed and 

on-going studies. The meta-analysis confi rmed the clinical utility of a sulfotransferase enzyme 

test in successfully ruling out aproximatley 95% of non-responders to topical minoxidil for the 

treatment of AGA.

Bibliography 

Prof. Dr. Andy Goren has over 20 years of experience in the development and commercialization of 
breakthrough technologies in the medical, biotechnology and semiconductor fi elds. Among the list of 
many fi rsts in dermatology, Prof Goren was the fi rst to develop a commercial genetic test for 
predicting androgenetic alopecia, the fi rst to discover epigenetic markers predicting anti-androgen 
therapy response in female androgenetic alopecia, the fi rst to commercialize an acne vulgaris antibiotic 
response test based on P. Acnes bacterial genomics, and the fi rst to commercialize a rapid test for 
predicting minoxidil response in androgenetic alopecia. Prof. Goren recently completed the 
development, commercialization, and listing with the U.S. FDA of a breakthrough topical drug for 
vitiligo, psoriasis and atopic dermatitis. The drug, Photocil, selectively fi lters NB-UVB from natural 
sunlight thus increasing patient compliance and convenience over artifi cial phototherapy. His latest 
research involves the development of dermatology therapies based on genetically modifi ed organisms. 
Prof. Goren currently serves as a contract Professor of Dermatology at Universita’ degli Studi di Roma 
"G.Marconi". He is an honorary as well as ordinary member of several dermatology societies world-
wide, a scientifi c reviewer for Dermatologic Therapy, a lecturer in several international dermatology 
societies, and held numerous appearances and interviews on mainstream TV, radio, and prestigious 
newspapers. His accomplishments include several patents and publications related to his inventions 
and discoveries. Prior to his work in Dermatology, Professor Goren developed a medical device to 
correct gait disorders in peripheral neuropathy patients using sensory substitution, as well as invent 
the fi rst wire-free electric charger for mobile devices.

Clinical Utility and Validity of Minoxidil Response Testing 
in Androgenetic Alopecia

Andy Goren M.D. 
President and Chief Medical Offi cer - Applied Biology, Inc. 
Dermatology - University of Rome （ "G.Marconi"）, Italy. 
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教育講演

　円形脱毛症の治療の目安は2010年に日本皮膚科学会よりガイドラインが発表された。それから

4年ほど経過し、ガイドラインの内容についてある程度浸透したのではないかと思われる。しかし

それは保険診療の中で行われる治療の限界を露呈したとも言える。単発型や範囲の狭い多発型円形

脱毛症では塩化カルプロニウムやステロイド外用薬によって改善も期待出来るが、その改善が自然

経過である可能性も否定出来ない。こうした範囲の小さい円形脱毛症に対してステロイド局所注射

や局所免疫療法、エキシマライトなど、一歩踏み込んだ治療を導入することは、以後の拡大を抑え

るためにも必要と感じる。

　ひとたび頭皮面積のうち25％を超える様な重症化の症例では、では塩化カルプロニウムやステ

ロイド外用薬は焼け石に水のごとく、通常の診療内ではお手上げである。そうした場合には、局所

免疫療法、ステロイドパルス療法が行われる例が増えてきた。とくに発症から半年以内で、また感

嘆符毛が観察可能な炎症を伴う症例では、メチルプレドニゾロン500 ㎎/日、3日間投与のステロ

イドパルス療法を入院の上行う病院施設が非常に増えている。従来、円形脱毛症外来は大学病院の

入院患者数に何等貢献することはなかったが、近年はしばしば入院をお願いすることとなっている。

　慢性化して前述した外用薬では反応しない症例には、やはり局所免疫療法が有効である。

SADBEやDPCPは日本病院薬剤師会の「院内製剤の調剤および使用に関する指針」にそってモー

ズペーストや塩化アルミニウムアルコールと同様に作成される。繰り返し外用することで、IFN-γ

産生の抑制、IL-10産生の亢進などがおこり、改善につながるものと思われる。しかし、アトピー

性皮膚炎（AD）を合併した症例への使用は非常に難しい。AD合併例は円形脱毛症が治りにくいの

みならずADの著しい悪化が起こる例を経験する。また再燃例もある。

　やむを得ずステロイド内服を行うこともあるが、非常に反応が良い例と全く反応しない症例があ

る。この違いは病態の違いである。円形脱毛症では不完全な毛周期がみられる。telogen のあと

dystrophic anagenが持続し、慢性的に炎症細胞浸潤が毛包周囲に継続するパターン、telogenと

early anagenを繰り返すパターン、catagenのあと慢性的に telogenが持続してしまうパターンで

ある。たとえ6ヶ月以上経過した慢性期であっても皮膚生検を行い、病勢がどのような状態である

かを確認することは治療選択上、極めて重要である。毛包周囲にほとんど細胞浸潤がみられない

telogenが持続した状態に対してステロイド内服の効果は期待出来ない。

　今後の治療展開として考えられるのが、毛包への細胞浸潤を阻害する治療の可能性である。Inter-

national Society for Investigative Dermatology Meeting 2013のポスター発表（No.318）では円形

脱毛症を発症したC3H/HeJマウスCXCR3に対する抗体治療が有効性を示した。我々もオロパタ

ジン塩酸塩が患者PBMCsから採取したCD4＋T細胞においてCXCR3発現を抑制し、CXCL10

円形脱毛症の治療

伊藤 泰介（いとう たいすけ）
浜松医科大学 皮膚科学講座
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に対する細胞走化性を有意に抑制したと報告している。エバスチンが円形脱毛症に有効であるとの

報告は既になされており、ガイドラインでも推奨度Cとされている。

　円形脱毛症の治療はいまだ画期的な方法が生まれていない。このような状況下では、既存の治療

の選択によって今以上に効果を出すことを期待される。病態の理解をもとに、よりよい選択肢を考

えることが重要である。

略　歴 

1995年（平成7年）3月 産業医科大学医学部卒業

1995年（平成7年）5月 浜松医科大学皮膚科入局研修医

1996年（平成8年）6月 静岡県立総合病院皮膚科研修医

1997年（平成9年）9月 浜松医科大学皮膚科 助手

2002年（平成14年）2月 ドイツ ハンブルグ大学エッペンドルフ病院皮膚科（Prof. Ralf Paus）留学

2004年（平成16年）2月 浜松医科大学皮膚科 助手 復職

2006年（平成18年）4月 浜松医科大学皮膚科 講師、病棟医長

2009年（平成21年）4月 浜松医科大学皮膚科 講師、医局長、外来医長

2011年（平成22年）4月 浜松医科大学皮膚科 講師、医局長、病棟医長

所属学会：
　 日本皮膚科学会、日本研究皮膚科学会（評議員）、日本皮膚アレルギー学会・接触皮膚炎学会、
日本臨床皮膚科医学会、日本免疫学会、皮膚悪性腫瘍学会、欧州研究皮膚科学会、毛髪科学研究会、
日本乾癬学会、日本美容皮膚科学会、日本褥瘡学会
2005年（平成17年）12月16日　医学博士号（医博論第409号）授与

役　　職：
　 Journal of Dermatology Section editor
日本研究皮膚科学会 評議委員

賞　　罰：
　 第4回ラロッシュポゼアジアパシフィック基金　皮膚科分野における基礎研究プロジェクト
第22回コスメトロジー研究助成
平成24年度 MSD社 研究助成
平成25年度 MSD社 研究助成
平成25年度 Journal of Dermatology, Most Downloaded Award



― 38 ―

発毛促進作用を発揮するアシル化ホモセリンラクトンの
投与方法の検討

〇西島 良美（にしじま よしみ）1）、峰松 健夫1）、田中 秀幸2）、萩原 治夫2）、
真田 弘美1）

1）東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野
2）帝京大学医学部 解剖学講座

【目的】 我々はアシル化ホモセリンラクトン（AHL）の発毛促進作用を見い出した。次の課題とし

て再現性の高い投与法の確立が求められる。そこで本研究では、投与法として塗布および貼付を選

択し、それぞれの再現性を検討した。

【方法】 AHLはDMSOに溶解し（10 mM）、使用直前に生理食塩水で1,000倍に希釈した（10 µM）。

Vehicle 溶液は0.1％ DMSOを用いた。除毛したob/obマウス（8週齢、雄）の背部皮膚にAHLお

よびVehicle 溶液を塗布、あるいはガーゼに含ませて貼付し（30分、24時間）、経過および発毛の

有無を観察した。

【結果】 貼付24時間では17日目までに66％の動物で発毛が観察された。塗布および貼付30分では

20％のみであった。また、Vehicle 群では発毛が認められなかった。

【結論】 AHLを生理食塩水で希釈する場合、24時間貼付により発毛促進効果の再現性が改善される。

略　歴 

群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻卒業。

群馬大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程（修士）修了後、群馬大学医学部附属病院臨床検査技師、
群馬大学大学院保健学研究科技術補佐員。

群馬大学大学院保健学研究科博士後期課程修了、博士（保健学）取得。 
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野特任研究員を経て現職。

一般演題 O-5
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ob/ob マウスにおける毛周期の同定

〇田崎 なつみ（たさき なつみ）1）、峰松 健夫1）、西島 良美1, 2）、池田 真一1）、 
真田 弘美1）

1）東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野
2）帝京大学医学部 解剖学講座

　ob/obマウスは、レプチン遺伝子を欠損しており、過食に伴う肥満及び高血糖を発症する。私た

ちは、8週齢の正常（+/+）マウスの背部皮膚において除毛による成長期誘導刺激を負荷すると2週

後までには発毛が観察され、約4週後には除毛部が完全に体毛で覆われるが、ob/obマウスでは約

6週後にようやくわずかな発毛が観察されること、そのようなob/obマウスにアシル化ホモセリン

ラクトン（AHL）を塗布すると約4週間で除毛部全体を覆う発毛が観察されることを報告した。こ

れまで、ob/obマウスの毛周期は7週齢まで正常であることが報告されているが、それ以降の毛周

期が不明でありAHLの臨床的意義を考察することが困難である。そこで本研究では、ob/obマウ

スにおける7週齢以降の毛周期の同定を試みた。本研究は、東京大学医学部医学系研究科動物実験

委員会の承認を得て実施した。ob/ob マウス（6～24週齢、雄）および対照として+/+ マウス（6

～10週齢、雄）の背部皮膚を採取し、HE染色、免疫組織化学、およびTUNEL染色により毛周期

を同定した。HE染色による形態学的解析では共焦点顕微鏡を用いて40 ㎛厚の切片をスキャンす

ることで、切片中のほぼすべての毛包のステージを同定することができた。その結果、+/+ マウ

スでは6週齢が退行期－休止期移行期、8週齢が休止期－成長期移行期であった。一方、ob/ob マ

ウスでは、7週齢が成長期－退行期移行期であったが、その後少なくとも18週齢まで休止期が持続

していた。以上より、ob/ob マウスでは休止期－成長期移行が阻害されて休止期が延長しており、

休止期脱毛症のモデルマウスとして有用である可能性が示唆された。

略　歴 

2013年3月 京都大学医学部人間健康科学科 看護学専攻 卒業

2013年4月 東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学分野 入学

 現在に至る

一般演題 O-6
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男性型脱毛症における毛包皮脂腺および
バルジ領域の臨床病理学的研究

〇クレ カツヒロ1）、井砂 司1）、平山 峻2）、本田 隆司1）、櫻井 裕之3）

1）東京女子医科大学東医療センター 形成外科、2）メモリアルクリニック平山、 
3）東京女子医科大学 形成外科

【背景】 毛髪病変が毛包皮脂腺およびバルジ領域に及ぶと毛の発育が影響されることはよく知られ

ている。これまで主観的に、「男性型脱毛症（AGA）患者の頭皮は脂ぎっている」とか「AGAの

顕微鏡像では皮脂腺の増殖が認められる」などの報告はあるが、皮脂腺が毛髪病変とくにAGAに

おいて、その大きさや形状がどうなっているかという客観的報告はない。またAGAにおいて皮脂

腺同様に重要な役割を持つと推測される毛包バルジ領域の幹細胞の分布もよくわかっていない。

【目的】 この論文の目的はAGA患者における皮脂腺の大きさおよび形状を調べること、ならびに、

毛包バルジ領域の幹細胞の分布を調べる。

【方法】 脱毛症の患者250人より採取された頭皮切片（グラススライド）を調べ、AGAの患者で頭

皮の縦断面を有する切片について25症例が得られた。これまでの脱毛症の研究は頭皮の水平断切

片を用いての研究が多かったが、毛包皮脂腺の大きさを計測するには縦断切片の方がより適切であ

ると考えた。これらの症例において、毛包皮脂腺の面積をNIHの Image J というシステムを使用

して計測し、コントロールと比較の上、統計解析を行った。

　毛包バルジ領域については、毛包の幹細胞を特異的に認識するとされているanti-cytokeratin15

（C8/144Bクローン）を用いて免疫組織化学染色を行なった。また特殊染色のFontana-Masson

染色も行った。

【結果】 AGA症例において皮脂腺の面積は増大が認められた。ただし、個々の皮脂腺の面積の大

きさは変化しておらず、1毛包単位あたりの皮脂腺が多葉化（muli-lobulation）という形状の変化

を伴って面積を増やしていることがわかった。免疫組織化学染色においては、幹細胞はAGA病変

においても認識されることが多かったが、病変が皮脂腺領域にまで及ぶと認められなくなった。

【結語】 AGA症例においては、皮脂腺の増大、多葉化といった異常現象が見られるが、一方で毛

包幹細胞には変化が見られないことが多く、このことはAGAにおいて皮脂腺の病理的変化が先行

する病態ではないかと推測される。

一般演題 O-7
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略　歴 

横須賀米海軍病院インターン

東京女子医科大学研修医

Albert Einstein College of Medicine（Pathology）チーフレジデント

University of Hawaii（Surgery）レジデント

University of Miami（Neurosurgery）チーフレジデント

UCLA School of Medicine（Plastic Surgery）チーフレジデント

認定資格

　米国形成外科専門医

　米国病理・神経病理専門医

　米国形成外科学会正会員（ASPS）

　米国美容形成外科学会会員（ASAPS）
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