
技術の進歩によりビッグデータの解析が可能となり，⾃⼰免疫疾患領域ではヒト検体の解析が進ん
でいる．それらのヒト免疫系の情報を従来のマウスモデル研究と組み合わせることで，⾃⼰免疫疾
患の病態の理解が急速に進みつつある．本特集号では幅広い⾃⼰免疫疾患研究の最新の進展につい
て，さまざまな研究領域のエキスパートに解説いただく．それにより読者の⾃⼰免疫疾患研究の全
容の理解が進み，さらなる研究の発展に役⽴てていただく事が⽬的である．（編者より）
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