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学歴および職歴 

昭和 63年 防衛医科大学校医学科卒、内科学第１入局 

平成６年 米国ピッツバーグ大学医学部内科 留学 

平成９年   東京女子医科大学 内科学 助手 

平成 15年   同       講師 

平成 20年   同       准教授 

平成 23年 東京女子医科大学 リウマチ科 臨床教授、現在に至る 

医学博士（慶応義塾大学） 

 

所属学会、専門医･指導医 

日本内科学会総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医および指導医 

評議員：日本結合組織学会、日本リウマチ学会 

理事：日本肺循環学会、日本肺高血圧学会 

 

受 賞 

平成６年     日本結合組織学会 第３回大高賞 

平成６年     上原記念生命科学財団 リサーチフェローシップ 

平成７年 (1995) Research Award of the Arthritis Foundation, Western Pennsylvania Chapter, USA 

平成 11年    かなえ医薬振興財団 研究助成金 

平成 12年    上原記念生命科学財団 研究奨励金 

平成 13年   内藤記念科学振興財団 特定研究助成金 

平成 16年 (2004) Young Investigator Award of APLAR2004 

平成 18年    臨床薬理研究振興財団 研究奨励金 

 

研究テーマ 

全身性強皮症の線維化病態と血管傷害機序の解明 

 

 

 

 

 

 

 



1月 24日(土) 8：30～9：30  

共催：協和発酵キリン株式会社 

                                                                            座長：高橋一夫 

全身性強皮症の新規診断方法と治療 
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全身性強皮症は、全身の皮膚組織に細胞外マトリックス成分が過剰に蓄積することにより生

じる皮膚硬化を主症状とする。当初は、皮膚が硬い疾患と考えられていたが、生命に関わる合

併症を併発することが長期間にわたる前向き観察研究により明らかとなった。1980 年代には、

間質性肺炎の進行はゆるやかであるが、腎障害は急速に進行し、生命予後にかかわる合併症と

して強皮症腎という病態がもっとも注目された。高レニン血症を呈し高血圧症を併発すること

より、アンジオテンシン変換酵素阻害薬を用いることにより、強皮症腎の治療は改善した。し

かし、現在でもアンジオテンシン系の抑制だけでは、多くの強皮症腎の症例で著明な改善は期

待できない。その後、病期間が１０年以上立ってからの合併症として下部腸管病変が生命予後

に大きく関わることがわかってきた。この病態は、腸管の蠕動運動の低下、腸管平滑筋の線維

化、腸管の栄養血管の狭窄によって生じてくると推測されている。治療方法は無く、最も難治

性の病態と考える。その後、2000 年代に入り、肺高血圧症の研究が盛んに行われるようになっ

た。 

日本人では、強皮症腎は頻度が低いが、肺高血圧症、特に肺動脈性肺高血圧症の頻度が高く、

生命予後に関わってくる。近年、肺血管拡張薬として、３種類以上の治療薬が開発されたこと

により、治療が進歩してきた。これらの薬剤は、エンドセリン受容体拮抗薬、ホスホジエステ

ラーゼ５阻害薬、プロスタサイクリン製剤である。肺血管係でなく末梢血管にも、エンドセリ

ン-1 や一酸化窒素、プロスタサイクリンは収縮、拡張に関与している。そのため、これらの肺

高血圧症の治療薬は、強皮症に高頻度に生じる手指の皮膚潰瘍にも有効であることがわかって

きた。 

皮膚硬化や間質性肺炎という線維化病態の特異的な治療薬はまだない。現在でも少量から中

等量の副腎皮質ステロイドが用いられていることが多い。この治療は、北米では、強皮症腎発

症の危険性が高いため推奨されない。メトトレキサートなどの免疫抑制療法が主体である。私

の施設では、皮膚硬化が急速に進行し、抗 Scl-70 抗体陽性であれば、少量のプレドニゾロン併

用で、シクロホスファミド間欠的静注療法を併用する。卵巣機能障害を心配する場合にはタク

ロリムスを用いることもある。間質性肺炎の治療では、やはり、シクロホスファミドにて寛解

導入をはかり、プログラフで維持療法を行う治療を行っている。 

診断は、1980 年に Prof. Medsger Jr. らが提唱した皮膚硬化を主体とするものから、皮膚硬

化が無くても、特異自己抗体が陽性で血管障害があれば診断できるようになった 2013 年の

ACR/EULAR 基準が、今後は用いられるようになると考える。それらの詳細は当日説明する。 
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学歴・職歴 

昭和 50(1975) 年 横浜市立大学医学部卒業、神奈川県立こども医療センターレジデント 

昭和 52(1977)    横浜市立大学小児科 

昭和 52(1977)  横浜市立港湾病院小児科  医員 

昭和 53(1978)  メーヨークリニックレジデント、免疫遺伝学部門ポストドクトラルフェロー 

昭和 55(1980)   横浜市立大学小児科、藤沢市民病院小児科  医員 

昭和 57(1982)   横浜市立大学小児科  助手 

昭和 60(1985)   ノースカロライナ州立大学ラインバーガー癌研究所免疫遺伝学  客員教授 

昭和 62(1987)   横浜市立大学小児科 助手 

平成 3(1991)        同    講師 

平成 10(1998)              同     教授 

平成 15(2003)   横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 教授 

平成 26(2014)  横浜市立大学名誉教授 

国際医療福祉大学熱海病院 病院長、同大学小田原保健医療学部 副学長 

 

研究・専門分野および役職 

小児科学（専門医） 日本小児科学会理事・理事長 (2008-10) 

日本外来小児科学会理事 

リウマチ学（専門医）日本リウマチ学会評議員・理事(2011-15) 

日本臨床リウマチ学会名誉会員 

   日本小児リウマチ学会幹事長 (2004-2010) 

感染症学（専門医） 日本感染症学会評議員、日本小児感染症学会理事 

アレルギー学    日本アレルギー学会評議員、日本小児アレルギー学会評議員 

免疫学       日本臨床免疫学会評議員 

医学教育学     日本小児医学教育学会幹事 

 

受 賞  

昭和 59 年 横浜医学優秀論文賞 

平成 4 年  横浜医学会賞 

平成 18 年 日本リウマチ学会賞 

平成 20 年 ヨーロッパ小児リウマチ学会 Kourir Award 

平成 21 年 Healthy Society Award 

平成 22 年 横浜市地域保健医療事業功労賞 



                                                                  1 月 24 日（土）8：30～9：30  

                                                                  共催：協和発酵キリン株式会社 

                                                                              座長：高橋一夫 

炎症性疾患から考える小児疾患の病態形成  
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小児期の多くの疾患は「炎症病態」が関わっている。感染症は、感染因子と生体の炎症反応

の戦いの場であり、リウマチ・膠原病は慢性炎症性疾患の代表的なものである。また、未熟児

の出生も絨毛網膜炎の結果であるなどから、小児疾患では原因に応じて炎症を如何に制御する

かが治療の根幹となる。最近、免疫システムから独立した炎症のメカニズムが明らかになった。

炎症はきわめて複雑なシステムではあるが、炎症性サイトカインがその中核を担っており、樹

状細胞やマクロファージが炎症性サイトカインの産生に関わっていることが判明した。次いで

リガンドとその受容体、受容体から細胞内シグナル伝達機構、DNA 結合蛋白の同定など、その

全容はほぼ解明された。私達の診療場面では、炎症の理学的所見は発赤・熱感・腫脹・疼痛で

あり、これは疾患の種類によらず同一である。炎症の直接の要因が炎症性サイトカインにより

担われているのであれば、この蛋白を pin-point で中和・阻害することで消炎に導くことがで

きるはずである。そこでいくつかの炎症性サイトカインに対するモノクローナル抗体が開発さ

れ、臨床に供せられるようになった。抗 IL-6 レセプター・モノクローナル抗体（トシリズマブ）

がわが国で開発され、小児期の原因不明の炎症性疾患である全身型若年性特発性関節炎に対し

臨床試験を構築した。治験外使用・第二相試験・第三相試験と積み上げて適切な使用量と投与

間隔を確定し、実際の有効性と副作用について検討したところ、強く長く続いた炎症病態はき

わめて短期間に終息した。軽微な感染症の罹患率は上昇したものの重篤な副作用はなく、認容

性は高いものであった。次いで、小児期の代表的な血管炎症候群の一つである川崎病の改善を

目的に、大量γ-グロブリン療法不応例に対し抗 TNFαモノクローナル抗体（インフリキシマ

ブ）を用いたところ炎症反応の急速な改善を得て、冠動脈障害例の低下も求めた。クリオピリ

ン関連周期性発熱症候群(CAPS)は NLRP3 遺伝子の変異により生じる疾患である。炎症性サイ

トカイン IL-1βが常に産生されるために生じる炎症性疾患である。抗 IL-1βモノクローナル抗

体（カナキヌマブ）が開発され、わが国で 19 例の本症患者を対象に臨床試験を行った。その結

果、発熱、関節炎、CRO 上昇など炎症所見は改善したものの、関節変形、眼科的症状、聴覚障

害など出来上がってしまった症状の改善は認められなかった。講演ではこれらの臨床試験を通

じて判明した「人における炎症病態」について検討を行いたい。 

 


