
って、勝手に匿名化して使っているの
かと思いました。
　陣崎　これまでの入力形式の電子カ
ルテに関してはそういうことがすごく
難しいです。
　池田　簡単に言うと、最初から構築
したデータしか使えないということで
すね。
　陣崎　ある程度そういうことになり
ます。
　池田　まだまだそういう意味ではデ
ータの蓄積には時間がかかりますね。
　陣崎　そうですね。病理だけ画像だ
けというのはある程度はできるのです
が、それも例えばきちんと診断名とひ
もづいていないと活用しづらいですよ
ね。
　池田　確かにそうですね。診断名が
しっかりして、確実例とかでないと。
　陣崎　真の診断名であって、保険病
名でないことが重要ですね。
　池田　確かに診療の中でいろいろ保
険病名などもありますしね。それを全
部AIが取り込んでしまうと、いったい
何を見ているのだろうということにな
りますね。
　陣崎　いいAIソフトを作るためには
データの質が高くないといけないので、
どうやって質の高いデータを最初から
構築していくかが、すごく大きな課題
なのです。今そこを考えてやっている
ところです。
　池田　そういった学会のようなもの

はあるのでしょうか。
　陣崎　医療情報学会や人工知能学会
のようなものはあります。
　池田　その学会の中で、どういうか
たちのものがAIのソフト開発のデータ
ベースになるか、そういう議論はされ
ているのですか。
　陣崎　ずっとされてきたのです。ど
うしても手間がかかるというところか
ら、広く活用されるものになっていな
いのです。質を高くしようとすればす
るほど入力に手間がかかることになる
ので、そんなに面倒くさいことは、と
いう話になってしまう。そことのジレ
ンマなのです。
　池田　どの辺で折り合いをつけるか
ですね。ある先生はもっと緻密に、あ
る先生はもっとルーズに、という話で
すよね。やはり何か統一したものがな
いと、例えば慶應義塾大学病院だけだ
ったら、そこでまた限界が来るでしょ
うから、全国的にそれをリンクできる
ような組織体があるといいですね。
　陣崎　入力構造は疾患によって全部
違うことになりますし、病院が違うと、
同じ疾患でも入力したい内容が違った
りしますよね。それを統合していくの
はすごくたいへんです。
　池田　確かにそうですね。本当は元
からそういうかたちを決めておいて、
一斉にスタートできればいいのでしょ
うが、これからの課題ですね。ありが
とうございました。

順天堂大学皮膚科教授
池　田　志　斈

（聞き手　山内俊一）

　円形脱毛症の原因遺伝子の研究についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

円形脱毛症の遺伝子

　山内　このほど、先生とそのグルー
プが円形脱毛症原因遺伝子を同定した
という非常に画期的な研究をされまし
たので、このあたりを中心にうかがい
ます。まずこの円形脱毛症ですが、私
ども、イメージはあるのですが、ただ
し、昔から十円はげという感じのイメ
ージしかないのです。もう少し詳しい、
例えば病気の進行だとか、そのあたり
について教えていただけますか。
　池田　まさしく十円はげだと思うの
ですが、人間、人種を問わず、おそら
く約１％の人が生涯に円形脱毛症にな
るだろうといわれています。その中の
わずかな人たちが２～３個脱毛してき
て、さらにその中のわずかな人たちが
全頭型というのですが、頭の髪の毛が
全部抜ける。そして、その中のまたわ
ずかな人たちが全身の毛が脱毛してし
まう汎発性というものになってきます。

ですから、皆さんが見ていらっしゃる
のは本当に１個だけ抜ける、そういう
基本形を見ていらっしゃるのだと思い
ます。
　山内　約１％というのは意外に多い
数字なのですね。
　池田　見えないところが抜けると、
わからないのだと思います。
　山内　なるほど。小さいサイズのも
のだと気がつかないことがあるのです
ね。
　池田　そうだと思います。
　山内　次の質問ですが、円形脱毛症
といいますと、とかくストレスでなる
のだろうというイメージが昔からあり
ましたが、遺伝となると、そういうこ
とは否定的になってきますね。
　池田　例えば、一卵性双生児の研究
がされていまして、片方の方が円形脱
毛症になると、もう片方の方は50％の
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　山内　さて、早速、遺伝子解析のお
話をうかがいたいのですが、先ほど家
族集積もあるという話がありましたの
で、遺伝子に関しても以前からいろい
ろな方々がトライしてきたのだと思い
ます。多くは不首尾に終わったようで
すが、今回、先生が非常に大きな成果
を上げられた研究上のポイントといい
ますか、どこに注目されたのが成功し
たのでしょうか。
　池田　従来から用いられていたのは、
スニップという遺伝子多型を用いた解
析なのですけれども、我々はスニップ
プラス、ちょっと難しい言葉ですがマ
イクロサテライトマーカーというDNA
マーカーを使ったのがポイントだと私
は思っています。
　山内　マイクロサテライトマーカー
ですか。
　池田　ちょっとこれは難しいのです
が、簡単にいいますと、スニップより
も遺伝子多型が高いということです。
スニップですと、ちょっと丁半ばくち
みたいに、AとTの違いなどですから、
２つの遺伝子多型、あるいは４つの遺
伝子多型ぐらいしかならないのですが、
マイクロサテライトというのは遺伝子
多型がすごく高く、場所によっては数
十種類の多型が高いので識別がしやす
いのです。
　山内　識別、確かに多いほうがやり
やすいですね。
　池田　簡単にいいますと、池袋の１

丁目２番地みたいなかたちよりも、例
えば池袋の５丁目40番地と、そういう
ふうに分けられやすいイメージです。
　山内　なるほど。わかりやすいです
ね。それから、先生はHLAに注目され
たということで、その理由はいかがで
しょうか。
　池田　従来、HLAに遺伝子がある
だろうとはずっといわれていたので、
我々もやってみたのですが、そこで一
つの目安、相対危険度がありました。
それはそこの遺伝子のバリアントを持
っている人が持っていない人に比べて
どのくらい円形脱毛症になりやすいか
を見たものです。多くは相対危険度が
２以上あると、次の研究をやってみよ
うかということになるのですが、そこ
で3.7以上の相対危険度がありましたの
で、そこでやろうということになりま
した。
　山内　相対危険度3.7、これは実は遺
伝子領域では非常に高い値ですね。
　池田　そう思います。
　山内　そのあたりの注目点が非常に
成功した、成果を上げた理由と考えて
よいのですね。
　池田　はい。
　山内　実験動物でも類似の所見が得
られているということですが、このあ
たり、実際に毛の表現ですか、遺伝子
の違いによる。その表現に関してはい
かがでしょうか。
　池田　最初、マウスモデルをゲノム

確率で円形脱毛症になります。という
ことは、遺伝的背景も強いけれども、
あとは環境とか、何かの刺激が必要で
あるということです。
　山内　そこにストレスが少し入って
くるかもしれないということですか。
　池田　そう思います。
　山内　実際に円形脱毛症の方はスト
レスに遭っていると考えてよいのでし
ょうか。
　池田　例えば、私どもの外来に来て
いらっしゃる円形脱毛症の患者さんに
アンケートを取りますと、発症したと
きには７割の方がストレスを感じてい
なかったとおっしゃっていました。
　山内　そうなのですか。
　池田　円形脱毛症になってしまうと、
すごくストレスですので、それは確か
だと思うのですが、必ずしもストレス
が引き金になっているかどうかはわか
らないですね。
　山内　若い女性も多く、特にストレ
スが原因だという俗説が広まっている
ので、かえってそちらのほうでストレ
スを感じている方が多いと考えてよい
のですね。
　池田　自分の心が弱いから円形脱毛
症になったと思っている方もけっこう
いらっしゃるので、あまり人に自分が
円形脱毛症だといわない方が多いです
よね。
　山内　そうですね。もう一つですが、
円形脱毛症は自己免疫疾患ということ

がよくいわれてきたのですが、これに
関してはいかがでしょうか。
　池田　一般的な原因として自己免疫
説もありますが、この多くは治療で外
用あるいは内服ステロイドが有効であ
るといわれています。ごく一部の動物
モデルで自己免疫みたいなものを起こ
すと再現できたという報告もあります
が、メインは臨床的な反応によるもの
だと思います。
　山内　実際問題として、ほかの自己
免疫疾患に比べると、この円形脱毛症
には特異的なマーカーというのはあり
ませんよね。
　池田　全くないのです。円形脱毛症
の方を診ていて、合併症が２つありま
す。１つはアレルギーです。アトピー
性皮膚炎みたいなもの。あと、これも
まれですが、甲状腺の炎症がある方、
慢性甲状腺炎、この２つが合併してい
ることがあります。でも、その合併も
少ないです。
　山内　脱毛が見られる自己免疫疾患
というと、SLEも有名なのですが、こ
れとも少し違うと考えてよいのですか。
　池田　SLEはどちらかというと、び
まん性脱毛といいまして、十円はげに
ならないのです。それから、もし起こ
っても、瘢痕性脱毛といいまして、毛
穴のところにリンパ球が行って、毛穴
に萎縮が起こってしまうのです。です
から、円形脱毛症とはちょっと症状が
違います。
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　山内　さて、早速、遺伝子解析のお
話をうかがいたいのですが、先ほど家
族集積もあるという話がありましたの
で、遺伝子に関しても以前からいろい
ろな方々がトライしてきたのだと思い
ます。多くは不首尾に終わったようで
すが、今回、先生が非常に大きな成果
を上げられた研究上のポイントといい
ますか、どこに注目されたのが成功し
たのでしょうか。
　池田　従来から用いられていたのは、
スニップという遺伝子多型を用いた解
析なのですけれども、我々はスニップ
プラス、ちょっと難しい言葉ですがマ
イクロサテライトマーカーというDNA
マーカーを使ったのがポイントだと私
は思っています。
　山内　マイクロサテライトマーカー
ですか。
　池田　ちょっとこれは難しいのです
が、簡単にいいますと、スニップより
も遺伝子多型が高いということです。
スニップですと、ちょっと丁半ばくち
みたいに、AとTの違いなどですから、
２つの遺伝子多型、あるいは４つの遺
伝子多型ぐらいしかならないのですが、
マイクロサテライトというのは遺伝子
多型がすごく高く、場所によっては数
十種類の多型が高いので識別がしやす
いのです。
　山内　識別、確かに多いほうがやり
やすいですね。
　池田　簡単にいいますと、池袋の１

丁目２番地みたいなかたちよりも、例
えば池袋の５丁目40番地と、そういう
ふうに分けられやすいイメージです。
　山内　なるほど。わかりやすいです
ね。それから、先生はHLAに注目され
たということで、その理由はいかがで
しょうか。
　池田　従来、HLAに遺伝子がある
だろうとはずっといわれていたので、
我々もやってみたのですが、そこで一
つの目安、相対危険度がありました。
それはそこの遺伝子のバリアントを持
っている人が持っていない人に比べて
どのくらい円形脱毛症になりやすいか
を見たものです。多くは相対危険度が
２以上あると、次の研究をやってみよ
うかということになるのですが、そこ
で3.7以上の相対危険度がありましたの
で、そこでやろうということになりま
した。
　山内　相対危険度3.7、これは実は遺
伝子領域では非常に高い値ですね。
　池田　そう思います。
　山内　そのあたりの注目点が非常に
成功した、成果を上げた理由と考えて
よいのですね。
　池田　はい。
　山内　実験動物でも類似の所見が得
られているということですが、このあ
たり、実際に毛の表現ですか、遺伝子
の違いによる。その表現に関してはい
かがでしょうか。
　池田　最初、マウスモデルをゲノム

確率で円形脱毛症になります。という
ことは、遺伝的背景も強いけれども、
あとは環境とか、何かの刺激が必要で
あるということです。
　山内　そこにストレスが少し入って
くるかもしれないということですか。
　池田　そう思います。
　山内　実際に円形脱毛症の方はスト
レスに遭っていると考えてよいのでし
ょうか。
　池田　例えば、私どもの外来に来て
いらっしゃる円形脱毛症の患者さんに
アンケートを取りますと、発症したと
きには７割の方がストレスを感じてい
なかったとおっしゃっていました。
　山内　そうなのですか。
　池田　円形脱毛症になってしまうと、
すごくストレスですので、それは確か
だと思うのですが、必ずしもストレス
が引き金になっているかどうかはわか
らないですね。
　山内　若い女性も多く、特にストレ
スが原因だという俗説が広まっている
ので、かえってそちらのほうでストレ
スを感じている方が多いと考えてよい
のですね。
　池田　自分の心が弱いから円形脱毛
症になったと思っている方もけっこう
いらっしゃるので、あまり人に自分が
円形脱毛症だといわない方が多いです
よね。
　山内　そうですね。もう一つですが、
円形脱毛症は自己免疫疾患ということ

がよくいわれてきたのですが、これに
関してはいかがでしょうか。
　池田　一般的な原因として自己免疫
説もありますが、この多くは治療で外
用あるいは内服ステロイドが有効であ
るといわれています。ごく一部の動物
モデルで自己免疫みたいなものを起こ
すと再現できたという報告もあります
が、メインは臨床的な反応によるもの
だと思います。
　山内　実際問題として、ほかの自己
免疫疾患に比べると、この円形脱毛症
には特異的なマーカーというのはあり
ませんよね。
　池田　全くないのです。円形脱毛症
の方を診ていて、合併症が２つありま
す。１つはアレルギーです。アトピー
性皮膚炎みたいなもの。あと、これも
まれですが、甲状腺の炎症がある方、
慢性甲状腺炎、この２つが合併してい
ることがあります。でも、その合併も
少ないです。
　山内　脱毛が見られる自己免疫疾患
というと、SLEも有名なのですが、こ
れとも少し違うと考えてよいのですか。
　池田　SLEはどちらかというと、び
まん性脱毛といいまして、十円はげに
ならないのです。それから、もし起こ
っても、瘢痕性脱毛といいまして、毛
穴のところにリンパ球が行って、毛穴
に萎縮が起こってしまうのです。です
から、円形脱毛症とはちょっと症状が
違います。
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編集という方法で、ヒトで見られた遺
伝子変異を入れてみたら脱毛したので
す。そこで、その脱毛したマウスの毛
を取って電子顕微鏡で見ると、キュー
ティクルがやられていたのです。それ
で驚いたので、今度は逆に遺伝子変異
を持つ患者さんの毛と、持っていない
のだけれども円形脱毛症になっている
患者さんの毛を比べてみたのです。そ
うすると、遺伝子変異を持っている患
者さんはキューティクルに異常がある
のです。
　山内　そうしますと、キューティク
ルを調べれば遺伝的なものかどうかも
わかるかもしれないと考えておられま
すか。
　池田　おそらくキューティクルに異

常がある方は、今回見つけた遺伝子の
変異を持っている方だろうと思って、
今調べているのですが、おそらくそう
ではないかと思います。将来的には、
DNAを調べなくても、毛をいただい
てキューティクルを見ることによって、
その遺伝子変異を持っている方かどう
かがわかるようになると思っています。
　山内　ちなみに、これは日本人に多
いなどはあるのでしょうか。
　池田　我々の調べたかぎりは、この
遺伝子変異を持った方はアジア人に多
いのです。いわゆる白人にはほとんど
いません。
　山内　さらなる発展を期待していま
す。ありがとうございました。

がん研究会有明病院放射線治療部長
吉　岡　靖　生

（聞き手　池脇克則）

　前立腺がんのT2aと診断され、IMRTを勧められました。なぜロボット手術と
いわれるダヴィンチを勧められなかったのでしょうか。また、なぜ重粒子線を
勧められなかったのでしょうか。男性機能が著しく低下してしまった場合の治
療方法をご教示ください。また、以上の治療法の中で男性機能に影響する方法
はどちらでしょうか。IMRTの治療でQOLが著しく低下した場合、ほかの治療で
は男性機能は低下しないのでしょうか。回復の見通しはありますか。
 ＜東京都勤務医＞

前立腺がんの治療法

　池脇　前立腺がんはPSA検診で比較
的早期に拾い上げられて、放射線や手
術で治療すると比較的予後のいいがん
と聞いています。どうなのでしょうか。
　吉岡　そのとおりです。最近は特に
PSA検診などで早期で見つかることが
多いものですから、生存率という意味
では非常に予後のよいがんになると思
います。
　池脇　PSA検診の一次、二次、三次、
最終的には泌尿器科医が生検により、
がんを診断して、どういう治療をする
かとなると、幾つかある治療のオプシ
ョンは泌尿器科医が主導で決めるのか、
あるいは放射線医も入って総合的に決

めるのか、どういう状況なのでしょう。
　吉岡　まず患者さんは泌尿器科を受
診し、生検まで進みますので、当然、
泌尿器科医がまず手術、ホルモン療法、
放射線療法といった治療法を提示する
かと思います。ただ、放射線療法も最
近ではかなり高度化しまして、泌尿器
科医だけで説明しきれるものでもあり
ません。なので、治療法選択の段階で
私ども放射線医を受診することは日常
的に行われています。
　池脇　確かに患者さんの立場に立つ
と、もし治療成績が変わらないのであ
れば、メスを入れる治療よりは、そう
ではない放射線療法を希望される方も
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