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皮膚のかたちの科学
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Abstract
Morphology is a science regarding the structures in various level of analysis in living object. Genetics is now considered as a ﬁnest end of a spectrum of the morphology. Dermatology has developed by precise description of the morphology
of each skin lesion, which was also used as a name of a disease. The descriptive dermatology was then studied by light and
electron microscopy and the names of the skin diseases have further been classiﬁed with consideration of the clinical course
and prognosis. Bullous pemphigoid (BP) is one of the life-threatening disorders of autoimmune blistering skin diseases. The
mechanism of blister formation was not clear until the subcellular location of the target epitope of the autoantibodies was
elucidated. We have shown that two different autoantibodies, anti-collagen XVII and anti-BP230 antibodies attack different
area of the hemidesmosomes, a main adherent structure between epidermis and dermis. Autoantibody against collagen XVII
have its epitope on the extracellular domain, whereas the autoantibody against BP230 bind only to the intracellular domain
of hemidesmosomes. Therefore, anti-collagen XVII antibody is important to initiate the inﬂammation at the basement membrane zone. In epidermolysis bullosa, genetic blistering skin diseases, gene mutation in one of every hemidesmosomal proteins causes skin fragility resulting in blister formation. The location of the responsible molecules, the depth of blister and the
severity of the diseases, are closely related to each other, and the observation of the ultrastructure is the clue to give a correct
diagnosis. Thus macroscopy–microscopy–genomics should be comprehensively analyzed and interpreted. In the ﬁeld of cosmetology, so-called functional cosmetics developing for improvement of external appearance should be evaluated not only
with macroscopy and biochemistry but also with microscopic morphology and genomics.
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1.

はじめに
2010 年から，東邦大学に赴任したことを契機に日本

康に過ごす生活を実現することにより社会に貢献する
こと」とした。今回，第 43 回の学術大会会頭を仰せつ
かったことはたいへん光栄なことと感謝申し上げたい。

香粧品学会に関わることとなったが，多くの企業や皮膚

香粧品は人間の視覚，嗅覚に訴えるものであるが，視覚

科医，薬学者が非常に精力的に基礎研究を行い，異職種

は色調を含めた形態を認識することである。そこでこの

間においても真摯に議論している姿にカルチャーショッ

学術大会のテーマを「皮膚のかたちの科学」とした。

ク的な感銘を受けた覚えがある。皮膚科医として学会に

形態学とは生物の構造と形態に関する生物学の一分野

貢献できることは何かを自問し，香粧品の安全性に関わ

であり，主に，生物の器官や組織の肉眼的・可視的な特

ることであろうと考えた。白斑問題の検討委員長として

徴を得ることから，その機能の推測までも含んだ幅広い

参画し，その後，広報委員会，企画委員会を担当し，本

学問である。現代では肉眼的形態，顕微鏡的形態のみな

学会のあり方，今後のビジョンに深く関わるようになっ

らず，電子顕微鏡による分子形態，分子をコードする遺

た。2017 年，会則記載の本学会の目的を再検討し，「社

伝子との関係，そしてその機能までの連続した問題とし

会貢献」というキーワードを入れ，「香粧品の有用性と

てとらえ，検討することが行われている。会頭講演にお

安全性等に関する研究や科学的議論を通じ，美しく健

いては皮膚科における形態学の進歩について，また，マ
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