
 

2.部門紹介 

 

◆政策医療研究部◆ 

長谷川 眞紀 

政策医療研究部は，臨床疫学研究室，情報推進室，治験管理室の 3 室からなっている．

専任のスタッフがいるのは治験管理室のみで，他の 2 室は診療部，研究センターの兼任の

スタッフにより運営されている．治験管理室は室長，薬剤師，看護師が専任のスタッフと

して配置されて 10年を超える．治験の実績は，リウマチ，アレルギー，神経内科関係の薬

剤を中心に，件数，金額とも国立病院機構の中でも上位にランクされている．当院は国立

病院機構の中で免疫異常疾患診療，研究の中心施設として位置づけられており，当院を中

心として免疫異常グループのネットワーク協議会を年に 2回，1回は国立病院総合医学会に

あわせて共同臨床研究課題とその中間発表を行い，もう 1 回はその年度の研究成果を報告

するために年度末に開催している．今年度は 3年計画の 1年目の課題が 2つ，2年目の課題

が 2つ，3年目の課題が 4つである．また厚生労働科学研究補助金，難治性疾患等克服研究

事業（免疫アレルギー疾患分野）の研究報告会を事務局として支えている．これは毎年 1

月下旬にＫＫＲ東京で 2日間にわたって，アレルギー分野，リウマチ分野の発表が行われ，

平成 25 年度はアレルギー分野で 17 課題（若手育成型 1 課題を含む），リウマチ分野で 11

課題（若手育成型 1 課題を含む）の発表が行われた．こういった研究を支える裏方の仕事

も政策医療研究部の一つの存在理由を考えている． 

 

 

○臨床疫学研究室 

長谷川 眞紀 

免疫異常疾患の代表的疾患として気管支喘息と関節リウマチがあり，当院が国立病院機

構内における免疫異常の中心施設として位置づけられていることからも，当院受診患者に

おける両疾患の患者数は多い．研究センターでは関節リウマチと気管支喘息のデータベー

ス（それぞれ iR-net，iA-net）を運営している．特に iR-netは登録患者数に於いてわが国

有数の規模を持っており，このデータベースを基に，活発な研究活動が本施設のみならず

全国的に行われている．またインターネット上にアレルギー疾患の情報提供を目的に「リ

ウマチ・アレルギー情報センター」(http://www.allergy.go.jp)を運営しており，この種

のホームページとしては最大級のページビュー（20 万～28 万/月）を持っている．検索サ

イトでアレルギー情報と入れて検索するといずれのサイトでも上位に来る．2013年 12月末

で 2002年 10月の開設以来延べ 1700万以上のアクセスを得ている．本サイト開設以来アレ

ルギー疾患ガイドラインの改定が何度か行われたこともあり，本年度は成人気管支喘息，

小児気管支喘息，鼻アレルギー，アトピー性皮膚炎についての内容を改訂し，最新のガイ

ドラインに合致するようにした．また当ホームページ上に厚生労働科学研究費補助金，難

治性疾患等克服研究事業（免疫アレルギー疾患分野）の主任研究者の報告をアップロード

しており，本邦におけるこの分野の研究の最新情報を提供する上でも貢献している． 

 



 

○情報推進研究室 

前田 裕二 

情報推進研究室はビデオ会議等の外部との情報交換とセンター内の IT関連業務機器に関

しての共同利用を中心としている． 

情報推進室の場所は臨床センター3 階，事務室の斜め向かいにある．部屋には国立病院機

構とつながっている端末，ビデオ会議が可能なノート型の端末がある．ウィンドウズ用端

末 1台，マッキントッシュ 1台，またA3カラープリントが可能な大型のプリンターがある．

そのほか，スキャナーなどもあるので学会準備のための作業が可能である．是非利用して

いただきたい．ただし，コンピューターが古く（ウィンドウズはＸＰ）動作が遅いことが

欠点である． 

国立病院機構とつながっている端末からは厚生労働省のホームページに直接アクセスが

可能である．また国立病院機構共同使用の文献検索，Pro-Quest が利用できる（これは院内

LAN と接続されているコンピューターからも可能）．病院の電子カルテ閲覧が可能なパソコ

ン端末が 1 台あるが，パソコンを使用する場合はウイルスの感染にはくれぐれも注意して

ほしい． 

部屋の鍵はセンター事務室の方へ連絡すれば開けてもらえることになっている．多数の

職員が共用する機材であるので使用する際は必ず①使用者名を記載すること，②使用機器

については各自が習熟し各自の責任の上で使用すること．また③機器にトラブルがあった

場合は必ず，事務室の方へ届けること．④退室の際は各端末の電源を落とし施錠を確認す

ること． 

 

 

○治験管理室 

大友 守 

いわゆるドラッグラグの改善のため，国際共同治験の導入が進み，日本に未上市の薬剤

の数は急速に減少してきた．しかし薬剤の開発はさらに進み ，治療は分子レベルの治療を

目指す複雑な管理が求められる生物製剤などの開発の比率が高まり，治験における CRC の

役割はさらに大きいものとなってきている．国際共同治験では CRFの電子入力（EDC）が中

心となっており，また搬入された医療機器によるデータの送信等も多くなり， 依頼者にと

っては極めて効率の良いシステムとなり，またそのデータは信頼できる施設とそうでない

施設の判別も可能ならしめており，これが Risk Based Monitoring へ結びつこうとして

いる．このように国際共同治験の煩雑さは増しており，CRCの努力への対価が釣り合わなく

なってきている様にも見受けられる．治験は診療科により開発の波があり，H25年度の 1月

までの新規契約高の総額約 9700 万円のうち神経内科が 42.6％と最も高く，皮膚科 27.2%，

アレルギー科 19%，リウマチ科 11.2%となっている．日本の臨床研究は世界の中で低迷して

おり，H25年度も本部の EBM臨床研究への応援を続けており，昨年暮れから３件目への対応

を開始した．昨年 9月にはこの課題の一つに関して CRCが第 13回 CRCと臨床研究のあり方

を考える会議 2013IN 舞浜で「肺炎リスクを有する関節リウマチ患者を対象とした 23 価

肺炎球菌ワクチン（PPV)の有用性検証のための RCT を支援して」を発表した．治験の複

雑化に伴い薬剤，検査科，放射線科，看護部などの多くの応援を頂いていることに感謝申



 

し上げたい．また多忙な事務局業務の改善のため薬剤科の方々のご配慮を頂き，以前に治

験業務を担当した経験のある薬剤師が昨年 10月より毎日，半日の応援が開始されたことに

感謝を込めて報告する． 

 

 

◆アレルギー性疾患研究部◆ 

海老澤 元宏 

アレルギー性疾患研究部は，喘息研究室（粒来アレルギー科医長兼任），アレルギー性疾

患研究室／薬物・食物アレルギー研究室（海老澤）は病院サイドのアレルギー科と小児科

のスタッフと協力し研究を進めている．それぞれの臨床業務と密接に関連した臨床研究を

進めている．アトピー性皮膚炎研究室（朝比奈室長），花粉症研究室（石井室長）もスタッ

フの少ない状況で臨床の業務に忙殺され研究どころではないが，朝比奈先生は今年度も一

人で地道に症例報告の英文論文を書き国際的な情報発信をされている．今年度の研究の詳

細は各研究室の紹介に書かれているのでご覧頂きたい．アレルギー性疾患研究部の方向性

としては相模原病院で特徴のあるアレルギー関連の患者さんを多く診ていることを最大限

に活用し，質の高い臨床に裏付けされた臨床研究を推進し，国内外の優れた基礎研究機関

とタイアップしていくことであると考えている．当センターの部長・室長もさらに研究費

を獲得することに大変苦労する時代となってきている．アレルギー性疾患研究部では様々

なアレルギー性疾患に関する臨床研究をさらに推進し国内外に情報発信し臨床研究センタ

ーの名声を高めていきたいと考えている．今年の 6 月にスギ花粉症に対する舌下免疫療法，

さらに近いうちにダニに対する免疫療法などが上市され臨床で使える時代も近づいている．

今後はアレルゲン診断の新しい時代（アレルゲンコンポーネントの活用），アレルゲン特異

的免疫療法の見直しなど，アレルギー学の基本のアレルゲンに関連した臨床研究が進んで

いくものと思われる． 

 

 

○気管支喘息研究室 

粒来 崇博 

本研究室の研究員のほとんどはアレルギー呼吸器科の医師の兼任で運営されているため，

忙しい診療の合間をぬって研究体制を維持している．気管支喘息は有病率が高いうえ，い

まだに年間 2000 人前後の方が喘息関連死を起こす反面，きちんと治療すれば大多数の方で

安定したコントロールを得ることができる．そのため，気管支喘息においては，予防法，

確実簡便な診断法，正確な治療評価方法，難治症例の病態解析と治療が課題である．そこ

で，当研究室では，病態総合研究部とも連携し，気管支喘息を予防，診断，評価，特殊症

例の検証について臨床に即した形で網羅的に研究を行っている．呼吸生理学的手法として

気道過敏性，呼気一酸化窒素濃度測定（FeNO），強制オッシレーション法（FOT）につい

て特に注目している．気道過敏性検査については，その感度の高さを生かし，また気道過

敏性の薬剤特性による反映する病態の違いを利用することで，治療の調整に応用する試み

を発表し続けている．また，FeNO については，気管支喘息の診断および治療経過による

評価法を以前より報告してきており，より実地診療に応用可能な，簡便な評価法を模索し



 

ている．また，FOT についても，呼吸抵抗の評価法としての検証を推進し臨床上の応用法

を模索している．また，気管支喘息の発症，難治化の原因としてダニや真菌の環境抗原が

重要といわれているが，診断治療薬開発室と共同研究により，環境整備による抗原コント

ロールが臨床経過に及ぼす影響を検討している．さらに，重症の気管支喘息から血管炎を

呈する，難治疾患である Eosinophilic Granulomatous Poly Angitis (EGPA) について，病

因病態研究室長であった斉藤博士特別研究員が加わり，病態解析から評価法，治療方法の

開発までつながる一連の研究を行っている．制御性 T 細胞等重要な病態解析を行い重要な

報告を行っている上，治療法に関しても報告を続け，国内外の高い評価を得ている． 

 

 

○アトピー性皮膚炎研究室 

朝比奈 昭彦 

アトピー性皮膚炎研究室には専任の研究員がおらず，診療部の皮膚科において，日常診

療を続けながら学会活動や臨床研究を行っている．当科は病院の中でも一人当たりの外来

患者数が多く，若い医師は，研究を行うモチベーションをどうしても持ちにくい．また，

人事の異動が相変わらず多く，13 年 3 月には，長らく常勤を務めた白井医師が退職して 4

月に加藤医師が赴任したが，14 年 1 月にはさらに高橋医師に変更となった．自分の気持ち

だけが空回りして，理想とする科の運営ができないもどかしさを強く感じる 1 年であった．

しかしながら，相模原病院で研修する若い医師には，皮膚科診療の醍醐味を楽しむととも

に，疑問点を深く追及して学問的にまとめあげる能力を身に付けてほしいと思っており，

そうした姿勢を育むのが自らの責務と考えている．相模原病院の皮膚科では，アレルギー

疾患の患者さんに限らず，すべての分野にわたる幅広い疾患を診療することができ，短期

間でも多くのかけがえのない経験を積むことができる．臨床研究をする上では，引き続き

他の施設にも共同研究を積極的に提案し，それを実践している．本年は，サルコイドーシ

スと水疱症に関する成果を報告した．共同研究の一つである皮膚の老化に関する研究も，

まとめを行っている状況である． 

以下は，当科の症例に基づく 2013 年度の英語論文リスト 

Asahina A, Miura K, Saito I, Oshikata C, Ishii N, Eishi Y. J Dermatol, 2013; 40: 501 

Asahina A, Uno K, Fujita H. Int J Dermatol, 2014; 53: e29 

Asahina A. Am J Dermatopathol, 2014; in press 

 

 

○アレルギー性疾患研究室（薬物・食物アレルギー研究室） 

海老澤 元宏 

当研究室の流動研究員であった佐藤が平成 25 年 4 月 1 日病態総合研究部 病因・病態研

究室長に昇任し，小児科レジデントであった小倉聖剛医師が新たに４月１日より流動研究

員として加わった．厚生労働科学研究（厚労科研）費のサポートによる国内９施設での多

施設経口免疫療法(Oral Immunotherapy: OIT)（鶏卵・牛乳・小麦）研究において小倉研究

員が事務局として活躍してくれている．多施設 OIT のプライマリーエンドポイントは 1 人

前（加熱鶏卵 1 個，牛乳 100ml，小麦（うどん相当）100g）の 100%と 25％の目標量設定



 

における有効性と安全性の比較である．鶏卵は目標（30 症例）に到達したが，牛乳と小麦

はあと 8 例ほど足りずに 2014 年 3 月末まで症例のエントリーを延長した．2013 年 3 月ま

での従来法の急速 OIT 施行患者数は延べ 284 名（鶏卵 87 名，牛乳 121 名，小麦 45 名，ピ

ーナッツ 31 名）に到達したが，諸問題の改善のために 2013 年 7 月から多施設 OIT でカバ

ーできない閾値の低い重症例に対して従来よりも少ない目標量（鶏卵：加熱卵 3/128 個，

牛乳：牛乳 3ml，小麦：うどん 2g，ピーナッツ：ピーナッツ 0.5g）に設定した少量導入療

法(新法)を開始し，新法を鶏卵 6 名，牛乳 13 名，小麦 3 名，ピーナッツ 5 名の計 27 名に

対して 2013 年夏に行った．今のところ比較的安全に施行できており，少量導入を 1 年間行

った後に多施設の OIT に移行する事を想定している．当研究室では国立成育医療センター

研究所，名古屋大学工学部，理化学研究所，京都大学農学部，ファディア，シーメンス等

と食物アレルギー関連の共同研究を実施中である．2013 年 10 月 19 日（土），20 日（日）

パシフィコ横浜で第 50 回日本小児アレルギー学会を海老澤が会長として主催し，演題数

（191 演題：英語 22 演題，日本語 169 演題），参加人数も過去最高（2,148 名）を記録し，

成功裏に終わることができた．その成功を支えてくれたのは佐藤事務局長と，杉崎，林が

事務局として大変大きな役割を演じてくれた．2014 年 1 月から 3 年毎の全国食物アレルギ

ーの即時型の健康被害調査と，相模原市で乳児検診におけるアレルギーの疫学調査を 12 年

ぶりに杉崎が担当して開始した． 

 

 

○花粉症研究室 

石井 豊太 

花粉症研究室では，毎年行っている花粉情報を引き続き行いホームページから配信して

いる．春先はスギ・ヒノキ花粉，秋にはキク科飛散状況を提供している．加えてその年の

飛散予測に対する治療法を紹介している．またアレルギー性鼻炎の唯一の根本治療である

免疫療法の機序に関する基礎的および，臨床効果についての研究を行っている．特に免疫

療法患者の臨牀症状を重症度に分類して，各々の T cell のスギ花粉に対する反応性につい

て研究をしている．尚免疫療法に関しては，アレルギー科の協力で急速減感作治療を実施

している．本年より経口免疫療法が開始される予定であり，臨床効果の判定を行う予定で

ある． 

耳鼻咽喉科では喘息合併のある慢性副鼻腔炎特に好酸球性副鼻腔炎，好酸球性中耳炎の

検討を引き続き行っている．本年も，分子生物研究室の協力を得て，手術治療を行った副

鼻腔炎の病態を解明するために，摘出物の免疫学的検討，病理学的検討，生理学的検討な

どを加え検討している．特に両側の副鼻腔炎で手術を行った症例の尿中ロイコトリエンの

測定と，組織学的な検討で，特に好酸球浸潤の程度の前向き調査を実施して，前年の学会

で副鼻腔粘膜の組織中の好酸球数が，非喘息群，喘息群，アスピリン喘息群の順で優位で

あることを報告した．これらの研究は副鼻腔炎と気管支喘息の病態解明に役立つことが期

待される．特にステロイド治療，手術治療の有効性につき検討していく．また好酸球性中

耳炎に関しては，ステロイド投与に関して入院治療を含めた集学的治療を行っている． 

 

 



 

◆リウマチ性疾患研究部◆ 

當間 重人 

リウマチ性疾患研究部は内科系臨床研究室（リウマチ内科及び消化器内科），外科系臨床

研究室，リハビリテーション研究室で構成されている．ここでは部全体および各研究室の

臨床研究活動の概略を紹介する． 

 

Ⅰ．免疫異常ネットワークリウマチ部門（iR-net）によるリウマチ性疾患データベースの作

成及び公開 

平成 14 年度から開始された本ネットワークへの延べ参加施設数は，平成 25 年度 43 施設

に達しており，毎年関節リウマチ（RA）に関する各種情報の収集を行っている．平成 25

年度には 11940 人の情報を追加集積することができた．RA データベースとしては他に類を

見ないものであり，本邦における関節リウマチの現状と問題点を明らかにしている．平成

26 年 2 月現在工事中であるが，平成 26 年度内に収集された情報の一部をインターネット

上の NinJa (National Database of Rheumatic Diseases by iR-net in Japan) サイト

(http://www.ninja-ra.jp)で再公開する予定である． 

Ⅱ．相模原リウマチ講演会 

年 1 回，リウマチ科・整形外科・リハビリテーション科・看護部・日本リウマチ友の会・

糸の詩（登戸ドレスメーカー学院）などが協力し，患者さんのための講演会を開催してい

る．RA に関する情報・トピックスの紹介や医療相談の時間を設けており好評である． 

Ⅲ．各研究室における臨床研究の概要 

内科系臨床研究室（リウマチ内科）：RA 患者における種々の合併症（感染症，肺病変等）

の鑑別診断法，薬剤性有害事象関連遺伝子の探索，データベースの構築あるいは効率化に

関する研究を行っている．  

内科系臨床研究室（消化器内科）：リウマチ科と協力して，B 型肝炎既感染パターンを呈

する RA 患者における B 型肝炎ウイルスの再陽性化あるいは再活性化に関する疫学研究を

継続している．再活性化が認められた場合の迅速な対応法を確立し，実践応用に供してい

る．また，種々の肝疾患研究班に参加し，ウイルス性肝炎・自己免疫性肝炎・原発性胆汁

性肝硬変・NASH などに関する種々の研究を展開している．  

外科系臨床研究室（整形外科）：RA 関連手術に関する臨床研究を継続している．薬物療

法の進歩で多関節高度破壊症例は減少しているが，機能向上に対する意識が高まり，手術

治療の選択肢が広がると共に進歩している．足趾変形に対する関節温存手術などが一例で

ある．種々の手術治療に関する多数の報告・発表を行っている． RA 周術期における薬剤

管理や合併症予防に関する臨床研究も継続している． 

リハビリテーション研究室：リウマチ性疾患のリハビリに関する臨床研究を行っている．

近年は，リウマチ性疾患や神経疾患における Nordic Walking の効用に注目し，臨床研究を

計画している．また，リウマチ膠原病における嚥下障害にも着目，その評価およびリハビ

リについて症例検討を行い報告した． 

 

 

 



 

○内科系臨床研究室（リウマチ内科） 

當間 重人 

平成 25 年度の当研究室構成員および関係者は，當間重人，津野宏隆，岩田香奈子，松井

利浩，橋本篤，川上美里，早川洋美，横山眞弓，岡笑美，塙智美，および古川宏，小宮明

子の 12 名である．後２者は，現在他部署に所属しているが当研究室とともに研究を遂行中

である．他にレジデント医師（荻原秀樹，二見秀一，福田英史，堀江孝一郎）さらに非常

勤医師（岡崎優子）の協力もあり，以下に挙げるような研究成果（進行中含む）を得るこ

とができた． 

①国立病院機構免疫異常ネットワークリウマチ部門（iR-net）を中心とした本邦関節リウマ

チ（RA）に関する疫学調査研究は 11 年目を迎えた．平成 25 年度には 24 年度分として 11940

人の RA 患者情報を追加蓄積することができた．本邦 RA 患者の約 2％の情報を収集できた

ことになり，日本最大の RA データベースに成長している．このデータベースを用いて様々

な解析を行っている． 

②iR-net で収集したデータベースを NinJa (National Database of Rheumatic Diseases by 

iR-net in Japan) と命名，解析結果を WEB 上で公開していたが，10 年間の経年的変化を

表示できるグラフ構成に進化させるため，平成 26 年 2 月現在工事中となっている．平成 26

年度中に再公開を予定している． 

③NinJa を用いて RA 疾患活動性や抗リウマチ薬の経年的変化を，さらに観察することが

できた．本邦 RA 患者の疾患活動性や身体機能は改善し続けていることが明らかとなった． 

④NinJa を用いて悪性疾患の新規発症を観測し続けている．悪性疾患全体の標準化罹患比

（SIR）はほぼ 1 のまま推移しているが，その中で悪性リンパ腫の SIR は例年 4 前後と高く，

消化器系悪性疾患は 1 未満と低い状況が続いている． 

⑤低 BMI（body mass index）は RA の疾患活動性あるいは治療抵抗性に関連があることが

判明した． 

⑥RA におけるメトトレキサート誘発性肺障害，あるいはブシラミン誘発性蛋白尿に関わる

HLA 関連遺伝子の探索を行い，関連アリルを見出した． 

⑦国立病院機構ネットワーク共同研究として，RA 患者における顎骨壊死（ONJ）およびビ

スホスホネート関連 ONJ（BRONJ）の疫学研究を行った結果，RA 患者における顎骨壊死

が高頻度で発症している事実が明らかとなった．これまでの海外からの報告では，BRONJ 

は 1 件以下/10 万人とされていたが，本研究の結果 RA 患者における ONJ は 20.8，BRONJ

は 171.6 と高頻度であった．対策を講じる必要がある． 

⑧現喫煙者は非喫煙者と比して RA 発病年齢が有意に若いことが判明した． 

⑨RA に合併する慢性間質性肺炎のバイオマーカー（アミノインデックス）を見出した． 

⑩感染症合併鑑別に有用な好中球上 CD64 発現量を多数の症例で測定，器質化肺炎では上

昇しないことから，鑑別診断への有用性を報告した． 

⑪多施設との共同研究により膠原病関連遺伝子多型や自己抗体関連遺伝子にの SNIPs を抽

出することができた． 

 

 

 



 

○内科系 (消化器) 臨床研究室 

中村 陽子 

消化器科研究室構成員としては消化器科医師 9 名（安達献，菅野聡，中村陽子，玉眞俊

平，下田拓也，入江文，松本雄太，齊藤友哉，入江員行）が，日常の消化器診療，症例研

究を行っている．月に 1 回の市消化器救急受け入れを開始し，日常臨床における救急患者

の受け入れも増加している．治療内容も複雑化して，高齢者の消化器がん加療数が増加し，

抗がん剤加療や緩和医療必要度も増加してきている．外科，放射線科などと密に連携し，

緊急内視鏡的止血術や放射線科医によるインターベンション（止血治療），胆管ステント留

置術も頻回に行っている． 

免疫抑制剤や生物学的製剤投与における B 型肝炎ウイルスの再活性化については，日本

肝臓学会（平成 23 年改訂版）や日本リウマチ学会からも注意喚起がなされている．昨年同

様リウマチ科と連携して生物学的製剤・免疫抑制剤・ステロイド剤使用者等における B 型

肝炎ウイルスに対する共同研究を継続している．抗がん剤等を利用する外科系の科やリス

ク委員会などでも認知してもらうような働きかけを行っていて，HBs 抗体，HBc 抗体陽性

者に対する定期的 HBVDNA 測定は一般的となってきており，B 型肝炎ウイルス既感染者

のウイルス再活性化診断，予防治療実践を目指している．その一環として，今後の電子カ

ルテシステム導入の際には抗がん剤等の加療開始時の HBV マーカーチェックを忘れず施

行していることを確認するシステム作り導入を考えている． 

肝疾患では長崎医療センター臨床研究センターを中心に国立病院機構共同臨床研究班に

参加している．厚生労働科学研究費補助金（難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究

事業）八橋班「病態別の患者の実態把握のための調査および肝炎患者の病態に即した相談

に対応できる相談員育成のための研修プログラム策定に関する研究」，藤岡班「非 B 非 C 型

肝細胞癌の治療成績向上に向けて-背景疾患としての NASH の実態解明」，中村稔班「原発

性胆汁性肝硬変の病態解明と新たな分子標的治療法の開発のためのゲノムワイド関連解析

（GWAS）」，右田班「自己免疫性肝炎の発症・進展に関わる遺伝的要因同定のための包括的

遺伝子解析（AIH-GWAS）」の試料提供を，患者同意の下，行っている． 

 

 

○外科系臨床研究室 

森 俊仁 

当研究室は一貫してリウマチ性疾患の整形外科的治療について臨床研究を行ってきた． 

ＲＡ薬物療法の進歩で多関節高度破壊症例が減少しているが，患者さんの機能向上に対

する意識が高まり，手術治療の選択肢が多様化している．一つの例として，足趾変形に対

し関節温存手術が多く選択されるようになった．ＲＡ足関節破壊症例に対し，髄内釘によ

る足関節固定術や人工足関節置換術による機能再建の成績を学会にて発表した． 

手術治療がＲＡ患者の疾患活動性指標，機能評価指標ならびに患者主体性評価に及ぼす

影響を解析し，学会で発表した． 

RA 肘に対する人工肘関節の開発および臨床応用を継続して行ってきた．工藤 type-5 人

工肘関節は非連結型を代表する人工肘関節である．高い intrinsic stability を持ち，従来非

連結型人工肘関節が困難とされていたムチランス型のような高度な骨欠損・関節不安定症



 

例にも対応でき，安定な成績が得られている．工藤 type-5 人工肘関節の特徴，長期成績と

問題点を報告した．平成 25 年より，改良された type-6 が使用可能となり，長期成績の向

上が期待される．術後成績を向上するための手術手技注意点について学会で発信している． 

RA 手関節不安定症に対し手関節固定術を行っている．手関節固定術後の合併症，固定法

別の問題点などについて学会で報告した． 

術後感染は人工関節置換術後重篤な合併症の一つで，根治が困難で，日常機能を著しく

低下する．その多くは遅発性感染で，RA 患者の易感染性，ステロイドや生物学的製剤など

の使用が関与している．人工膝関節置換術後感染の治療成績を学会で報告した．また，人

工膝関節術後の弛みで高度破壊をきたした症例に対する再置換術の経験を学会で発表した． 

RA 頚椎不安定性症例に対する頚椎固定術の固定範囲が術後 ADL にもたらす影響および

腰椎不安定性に対する腰椎固定術の治療経験と問題点を学会で発表した． 

上述のように，リウマチ性疾患に対する整形外科的治療に対する様々な取り組みを学会

などで情報発信し続け，患者さんのための啓発活動も積極的に行ってきた．今後も患者さ

んに還元できるような臨床研究を引き続き行う予定である． 

 

 

○リハビリテーション研究室 

丸谷 龍思 

当臨床研究センターは，病院の性格上リウマチ性疾患の研究を中心に行っているが，リ

ハビリテーション部門も同様である． 

当研究室は，臨床のスタッフとの兼任が多く，現在は私も含め医師２名，理学療法士８

名，作業療法士５名，言語聴覚士 1 名と，だいぶ大所帯になってきている． 

当研究室は，以前よりリウマチ性疾患のリハビリに注目しているが，近年，リウマチの

リハビリの新しい潮流として Nordic Walking が注目されている．これは，フィンランド発

祥のスポーツであり，最初は Nordic Ski の夏場のトレーニングから始まって，2 本の Pole 

をつきながら歩くスポーツである． 

今回の新しい研究の端緒は，私が，昨年の日本整形外科学会の機会展示のブースで，

Nordic Pole の展示と出会ったことにある． 

文献を調べてみると，健常人は勿論のこと，神経難病の Parkinson 病や一部の施設では，

リウマチ患者さんのリハビリにも，使用され有効性が，示されていた．当院は，リウマチ

の準ナショナル・センターでもあり，人工関節などの手術も多い．リウマチに限らずリウ

マチ性疾患の周術期や，日常生活での Nordic Pole の有用性，リウマチの手の変形に対応

した Pole Grip の研究を，計画中である．また重心動揺計を併用して，下肢に変形のある関

節リウマチや変形性関節症の患者さんの術前・術後の重心の変化と歩行等について比較検

討を模索中である． 

また，昨年から言語聴覚士も１名も採用となっており，リウマチ性疾患の摂食障害や発

声障害等にも注目している． 

 

 

 



 

◆病態総合研究部◆ 

谷口 正実 

2012 年に病態総合研究部は，初代部長の福井尚志先生がリウマチ疾患，特に関節滑膜の

研究をしていたが昨年東大教養学部に異動し，2 代目はアレルギーの臨床研究を担当する谷

口が外来部長・喘息研究室長（分子生物学研究室長兼任）から院内異動した．したがって

研究内容は，旧喘息研究室や旧分子生物学研究室の内容を引き継いだものとなっている．

旧分子生物学研究室は，センター開設時から，メディエーター特にエイコサノイド研究を

標的に三田晴久博士，東憲孝博士，小野恵美子博士が築かれ大きく発展させ，この領域で

は世界的に知られる研究室である．梶原景一氏と伊藤伊津子女史が実験を遂行している．

また流動研究員で在籍した小野恵美子博士はハーバード大学留学した後，三井千尋流動研

究員（東大）に引き継がれ，現在アスピリン喘息において，根本的機序解明につながる血

小板の活性化を発見し，非常に評価が高く注目され各種学会賞も獲得した．またアスピリ

ン喘息の難治化機序研究で，炎症再生学会の最優秀演題賞も獲得した．特に NSAIDs 過敏

喘息では，多くの病態や現象を解明し，常にこの領域では世界トップクラスの業績をあげ

ている．また旧喘息研究室からの研究内容として，前任の福冨友馬流動研究員が，診断治

療薬室長へ異動となり，アレルギー疾患全般の疫学研究だけでなく，室内昆虫アレルゲン

の発見や茶のしずくアナフィラキシーの発見・機序解明に大きく貢献した．現在，アレル

ゲン解析や成人食物アレルギーに関してすでに日本を代表する研究者となり大活躍中であ

る．またアレルギー科医長である関谷潔史医師は，多くの喘息大発作入院の当院症例の解

析結果を AI 2013 に発表し，その他の多くの学会報告も注目された．千葉大学に今年戻っ

た高橋健太郎医師は，「お好み焼き粉のアナフィラキシー研究」で AI 2014 に発表した．谷

本英則医師は ABPA の病態，渡井健太郎医師は短期喫煙と喘息の関連など，多くの国内外

の学会で報告した．また伊藤潤医師（順天堂からの赴任）は NO，南崇史医師（吹田市立病

院）は食物アレルギー，林浩昭医師（名古屋大から）は MOST やアスピリン喘息の喫煙と

の関連などで学会や論文で活躍した．このように多忙な病院業務のなか，臨床的に非常に

重要であるテーマが多く進行中である．現在も特許の関係などからテーマは公表できない

が画期的な内容の研究も含まれている． 

今後も，国際的に歴史的に価値のある研究にとりこみ，その成果を臨床，世界中の患者

さんに還元したいと考えている． 

最後に当研究の遂行にご協力ご助言いただいた方々へ心からお礼申しあげます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○病因・病態研究室 

佐藤 さくら 

昨年度からアレルギー性疾患研究室に所属していた佐藤が研究室長となったこともあり，

現在はアレルギー性疾患研究室・小児科と共同で研究を行っている．特に食物アレルギー

の臨床研究として，ここ数年注目を集めている“経口免疫療法”に関し，そのメカニズム

解析および治療反応性を予測しうるバイオマーカーの検索を行っている．小児科では昨年

夏までに約 500 名を超える食物アレルギー患者に経口免疫療法を行っている．経口免疫療

法の治療効果として，多くの患者が脱感作状態となることが明らかになり，一部の患者は

耐性獲得することもわかってきた．このことからアナフィラキシー対策や患者や保護者の

QOL 改善に有用だと考えている．メカニズムの解析としては，皮膚マスト細胞の反応性，

末梢血好塩基球の反応性，抗原特異的 IgE 抗体・IgG4 抗体価について経時的に解析してい

る．さらに，国立成育医療センターとの共同研究では同療法の治療反応性予測因子となり

うるマーカーが明らかになりつつある． 

食物アレルギーの診断・管理については，末梢血好塩基球（ヒスタミン遊離試験・CD203c

発現量測定）を用いた食物アレルギー診断法の検討を行い，これらの検査が食物アレルギ

ー診断に有用であることを明らかにした．またアナフィラキシー患者では，抗原刺激によ

る CD203c 発現量や血清トリプターゼ値が高いことも明らかにした．当院小児科は全国有

数の食物負荷試験施設であることから，負荷試験を施行した患者さんの血清を用いて，診

断に有用な新たなアレルゲンコンポーネントの検索を京都大学と共同で行っている． 

小児科には全国からの研修希望，見学希望者も多く，小児科・アレルギー性疾患研究室

と一緒に若い先生方への教育にも力を入れ，さらには学会・講演会・研修会を通して社会

への情報発信も行っている． 

 

 

○診断・治療研究室 

鈴木 隆二 

自己免疫疾患は，特異的な適応免疫応答が自己に対して成立した場合に発生する．外来

抗原に対する通常の免疫応答は，例えば，ウイルス感染細胞は細胞障害性Ｔ細胞により破

壊され，可溶性抗原は抗体と免疫複合体を形成して Mφなどの食細胞システムで除外され

る．しかし，自己抗原に対する持続的な免疫応答が確立すると，免疫エフェクターシステ

ムが慢性炎症を惹起し組織障害の原因となり，生命を脅かす事もある．この自己免疫疾患

における組織障害メカニズムはアレルギーあるいは防御免疫と基本的には同一である．自

己免疫応答も適応免疫応答も抗原特異的Ｔ細胞の活性化で始まる．Ｔ細胞の抗原認識分子

であるＴ細胞レセプター(T cell receptor; TCR)は抗原に対する多様性を決定し，MHC 拘束

性に厳格に規定された抗原認識によりＴ細胞の活性化シグナルを伝達する． 

我々は，疾患に対して予防・診断・治療に資する医科学研究を行うために，独自に開発

した非バイアス網羅的・定量的 TCR・BCR 増幅法を確立し，次世代シーケンサーによる

Deep sequencing とオリジナルなバイオインフォマティックスソフト ( Repertoire 

Genesis)を用いて病因解明・病態解析を行っている．ヒト大腸癌サンプル・ATL サンプル

を用いた解析から，疾患に特徴的に存在する TCR・BCR の同定を進めている．これらの独



 

自の本解析法は JST の Start 事業に採択された．本院消化器外科をはじめとして，国立感

染症研究所，佐賀大学，広島大学原研，秋田大学，東北大学加齢研，日本歯科大学，鶴見

大学，東海大学等と共同研究を行い，研究事業を展開している． 

 

過去 3 年間の主要論文 

１．免疫・アレルギー疾患： 

PLoS One 9(1)：e85983，2014 Jan 20 

PLoS One 8(10)：e76385，2013 Oct 3 

Cell Immunol 284(1-2)：163-71，2013 Jul-Aug 

Cell Tissue Res 352(2)：287-300，2013 May 

Br J Oral Maxillofac Surg 51(2)：164-9，2013 

Int J Oral Sci 5(1)：14-20，2013., 

Arthritis.Res.Ther 13(3)：R89，2011 

 

２．感染症： 

PLoS One 8(8)：e71643，2013 Aug 5 

Trop Med Health 39(4)：45-51，2011 

J.Immunol 187(8)：3919-30，2011 

Viral.Immunol 24(4)：291-302，2011 

Virology20 390(1)：139-50，2009 

 

３．TCR： 

PLoS One 8(2)：e56296，2013 

Int Immunol 24(9)：593-603，2012 Sep 

J Immunol Methods 384(1-2)：81-91，2012 

Am.J.Primatol 73(10)：1082-92，2011 

Mol.Immunol 48(4)：623-9，2011 

 

  



 

◆先端技術開発研究部◆ 

森 晶夫 

当研究部は，分子生物学研究室，診断治療薬開発研究室，遺伝子診断治療研究室より構

成され，アレルギー・リウマチ疾患の病態，診断，治療に関する臨床医学的課題を追求し，

最先端の分子生物学，遺伝子工学のテクノロジーを駆使して臨床医学に結実する成果をめ

ざしている．今年度の業績は各研究室の項に詳しく紹介されているが，診断治療薬開発研

究室では，福冨室長のもと，アレルギー疾患患者における抗原特異的反応のよりよい血清

診断の手法の開発，環境中のアレルゲン量測定とその臨床的意義の検討に取り組んでいる．

また，ダニ，花粉，真菌，昆虫，食物アレルゲン等，多くのアレルゲン種でのアレルゲン

コンポーネントを利用したアレルギー診断 Component-resolved diagnostics（CRD）の臨

床的妥当性の確立にも取り組んでいる．また，環境中アレルゲン測定，全国から依頼され

た検体についても沈降抗体反応，喀痰細胞診検査，カビの培養検査などを行いアレルギー

診断に貢献している．アレルゲンとアレルギー診断に関する知識の普及啓発にも取り組ん

でおり，過去の文献レビューに基づく，アレルゲン解説書作成も行った．遺伝子診断・治

療研究室では，古川室長のもと，膠原病に併う間質性肺炎の病態解明および早期診断法・

予後予測法・治療法の開発を目的とした研究を，国内の多くの共同研究施設とともに継続

している．分子生物学研究室では，森部長のもと，アレルギー疾患の重症化メカニズムの

解明に取り組んでおり，特に重症喘息の解決に向け，１）非 IgE 依存性，T 細胞依存性の

喘息反応メカニズム，２）ステロイド抵抗性の病態，機序に関する研究，３）新規喘息治

療薬の医師主導治験に取り組んでいる．国内，国外のハイレベルな研究者との共同研究も

進めている．今年度は，数多くの競争的研究費が獲得され，国際的にもオリジナリティー

の高い，次世代の予防・治療法に結びつく斬新な研究がされ，順調に成果が得られつつあ

る状況である． 

 

 

○分子生物学研究室（旧先端技術開発研究部研究室） 

森 晶夫 

当研究室では，慢性炎症疾患の基盤となる免疫異常メカニズムの解明と制御に取り組ん

でいる．森晶夫部長，神山智リサーチレジデント，山口美也子，飯島葉研究員の少数精鋭

で，アレルギーの新たな疾患概念確立と，早期診断法，治療法開発をめざしている．今年

度は，東京薬科大学から研究生２名を受け入れた．研究内容としては，厚生労働科学研究

「気管支喘息の難治化の病態機序の解明と難治化の予防・治療法開発に関する研究」（平成

12〜14 年度），「気管支喘息の難治化機序の解明と予防・治療法の開発に関する研究」（平成

15〜17 年度），「気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究」（平成 18〜20

年度）の主任研究者（研究代表者），「重症・難治性喘息の病因・病態の解明に関する研究」

（平成 21〜23 年度）研究代表者を務め，重症・難治性喘息の全国規模の調査，研究を実施

し，１．成人発症，２．治療（ステロイド）抵抗性，３．非アトピーが，３大特徴である

ことを明らかにしてきた．IgE 抗体を介さない気流閉塞のメカニズムとして，IL-5 産生誘

導抗原が IgE 非依存性に遅発型喘息反応を惹起することを見出し，T 細胞が好酸球を介さ

ず直接気道抵抗上昇をきたすエフェクター細胞であるとの新たな概念を提唱している．吸



 

入ステロイド薬，LABA，LTRA 等，現在の喘息治療薬では限界のある重症・難治性喘息に

対する新たな治療標的としておおいに期待される．また，難治性喘息における IL-5 高産生

持続の原因となる T 細胞のステロイド抵抗性と costimulatory signal の関連を明らかにし，

今年度からは，厚生労働科学研究「重症喘息を対象とした CTLA4-Ig（Abatacept，オレン

シア®）の適応拡大をめざした医師主導治験および非臨床研究」研究代表者として，ステロ

イド抵抗性に対する治療法を開発している．院外施設との共同研究としては，東京都臨床

医学総合研究所廣井隆親部長，神沼修主任研究員と，経口減感作療法の基礎理論に関する

共同研究を，独立行政法人農業生物資源研究所遺伝子組み換え作物開発センター高岩文雄

センター長のアグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト「スギ花粉症治療薬候補となる

コメの開発」，九州大学高等研究院笹月健彦特別主幹教授の新学術領域研究「ＨＬＡ－ＤＰ

５－ＤＲ５３関連疾病のゲノム・免疫学的解析」研究分担者を務めている．また，平成 19

～20 年度リサーチレジデントとして在籍した大友隆之特別研究員（東京薬科大学薬学部総

合医療薬学講座助教）と山田純司准教授の協力を得て，吸入ステロイド薬服薬指導の実態

と効果的な病薬連携，指導プログラムによる長期管理改善に関する調査研究を実施した．

神山智研究員の若手研究 B「ステロイド抵抗性を示す T 細胞の特性解析」（平成 24〜25 年

度）が採択されている． 

 

 

○診断・治療薬開発研究室 

福冨 友馬 

環境中のアレルゲン，食物アレルゲンは，アレルギー疾患の発症と症状惹起の原因であ

り，疾患のコントロールにおいて，個々の患者さんがどのアレルゲンに反応するかを適切

に診断することは極めて重要である．また，環境アレルゲン暴露はアレルギー疾患の発症

の原因であり，環境アレルゲンへの暴露と疾患発症の関係を明らかにすることは，疾病予

防の観点からも重要である．同時に，環境アレルゲンのコントロール手法を開発すること

は，患者の長期的に良好なコントロールを維持する上でも重要である．当研究室では，ア

レルギー疾患患者さんにおける抗原特異的反応のよりよい血清診断の手法の開発，環境中

のアレルゲン量測定とその臨床的意義の検討を中心に取り組んでいる． 

また，遺伝子工学技術の進歩のため，近年，アレルゲンコンポーネント特異的な IgE 抗

体価測定が多くのアレルゲンコンポーネントに関して施行できるようになってきており，

アレルゲンコンポーネントを利用したアレルギー診断が行えるようになってきた．これに

よりアレルギー疾患のより詳細な病態把握と予後判定，重症度判断が可能になる．当研究

室では，ダニ，花粉，真菌，昆虫，食物アレルゲン等，多くのアレルゲン種でのアレルゲ

ンコンポーネントの臨床的妥当性の確立に取り組んでいる． 

齋藤研究員は，環境中のダニアレルゲン量の測定に取り組み，ハウスダストのみならず

様々な検体からの抗原検出系を確立し測定に取り組んでいる．また，アレルギー性呼吸器

疾患（ABPA など）や過敏性肺臓炎の原因抗原を検索するため沈降抗体反応を実施してお

り，全国から依頼された検体についても検査を行なっている．その他，喀痰細胞診検査と

カビの培養検査を行いアレルギー診断に貢献している． 

また，アレルゲンとアレルギー診断に関する知識の普及啓発にも取り組んでおり，過去



 

の文献レビューに基づく，アレルゲン解説書作成を行っている．また，全国レベルで見た

アレルギー診断の標準化のために，一般医にとっても利用しやすい原因アレルゲン診断パ

ネルの作成を試みており，その上で全国のアレルゲン感作率の地域差等も検討を行ってい

る． 

 

 

○遺伝子診断・治療研究室 

古川 宏 

近年，膠原病の生命予後は改善されてきているが，膠原病に合併する間質性肺病変は生

命予後に重大な影響を及ぼしうる．それにもかかわらず，その発症機序の解明や治療法の

確立は未だ不十分である．また，日本では薬剤誘発性間質性肺病変の発症頻度が他国と比

して著しく高いとの報告もあることから，膠原病に関連する間質性肺病変発症機序の解明

は極めて重要な研究課題である． 

間質性肺病変は，原因不明の特発性間質性肺炎と膠原病に合併する間質性肺病変と環境

因子によって起きる塵肺と薬剤誘発性間質性肺病変に分類される．関節リウマチに合併す

る間質性肺病変は膠原病関連間質性肺病変に含まれる．一方，関節リウマチの治療に用い

られる抗リウマチ薬が薬剤誘発性間質性肺病変をしばしば引き起こすことは以前より知ら

れていたが，関節リウマチ治療薬の選択肢の増加に伴い，近年大きな問題になってきた． 

本研究室では，膠原病に併う間質性肺炎の病態解明および早期診断法・予後予測法・治

療法の開発を目的とした共同研究を下記の施設と共に行っている． 

 

姫路医療センター，別府医療センター，盛岡病院，都城病院，北海道医療センター，

下志津病院，九州医療センター，嬉野医療センター，長崎医療センター，名古屋医療

センター，南岡山医療センター，熊本再春荘病院，高崎総合医療センター，がん・感

染症センター都立駒込病院，都立多摩総合医療センター，横浜南共済病院，倉敷成人

病センター，くまもと森都総合病院，筑波大学，北里大学，帝京大学，横浜市立大学

付属市民総合医療センター，東京大学，新潟県立リウマチセンター，松多内科医院，

千葉県済生会習志野病院，勤医協中央病院，札幌山の上病院，自治医科大学，天理よ

ろづ相談所病院，下北沢病院，京都第一赤十字病院，兵庫医科大学 


