
実験医学では，神経科学および免疫学をテーマとした特集を多く取り扱って参りましたが，近年と
りわけ「神経免疫学」という学際的なテーマへの注⽬が⾼まっています．この度，国⽴精神・神経
医療研究センターの⼭村隆先⽣に編集いただき，増刊号にて神経免疫の基礎メカニズムから，さま
ざまな疾患との関わり，新しい治療アプローチまで，最先端のトピックスによりその魅⼒と研究の
意義を誌⾯を通してお伝えしたく，第⼀線の先⽣⽅にご寄稿をお願いいたしました．様々な疾患の
メカニズムについて，神経系と免疫システムが織りなす双⽅向の制御メカニズム，腸内細菌叢との
関係など，幅広い観点から迫ります．神経と免疫・炎症が融合した⼀⼤分野の全体像，臨床上の重
要課題，成果やビジョンを本号で発信いたします．

本書へのご出稿のポイント
● いま，基礎，臨床を問わず注⽬される学際的なテーマ︕

⽇本神経免疫学会学術集会（10⽉21⽇〜），⽇本臨床免疫学会総会（10⽉28⽇）で最注⽬
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神経免疫と疾患 （仮題）

◆ 実験的⾃⼰免疫性脳脊髄炎(EAE) ◆ ミクログリア ◆ 脳腸連関
◆ 多発性硬化症 ◆ 視神経脊髄炎 ◆ ⾃⼰抗体 ◆ GWAS ◆ シングルセル解析
◆ フローサイトメトリー
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テーマと執筆予定者（敬称略） 
 

序にかえて：神経免疫学の歴史と研究動向 

山村 隆（国立精神・神経医療研究センター） 

総論：神経免疫の動物モデルと分子機序 

三宅幸子（順天堂大学医学部） 

総論：ミクログリアの多様性と神経免疫         

増田隆博（九州大学） 

  

第１章 神経免疫のメカニズム 

(I) 神経炎症の誘導と制御（リンパ球） 

1. 急性神経炎症：Th17細胞と Sema 4A 

                                              奥野龍禎、熊ノ郷淳（大阪大学） 

2. 慢性炎症：Eomes陽性 Th細胞と二次進行型多発性硬化症 

                     大木伸司（国立精神・神経医療研究センター） 

3. 中枢神経炎症制御：NKT細胞と MAIT細胞 

                     三宅幸子（順天堂大学医学部） 

4. 中枢神経炎症制御：制御性 T細胞 

                                          吉村昭彦（慶應義塾大学医学部） 

5. 中枢神経炎症：自己免疫性 T細胞の体内動態 

                                   川上直人（Ludwig-Maximilians University） 

(II) 神経炎症の誘導と制御（臓器連関） 

1. 腸内細菌と中枢神経系炎症 

大野博司（理化学研究所） 

2. Brain-Gut axisと神経免疫 

                                  門脇 淳（Brigham and Women, Harvard） 

3. microRNAと神経免疫 

木村公俊（Brigham and Women, Harvard） 

4. 交感神経系による免疫細胞動態の制御 

鈴木一博（大阪大学） 

5. 副交感神経系による腸管 Treg 細胞の調節 

金井隆典（慶應義塾大学医学部） 

6. 神経回路修復と循環可溶性因子  

村松里衣子（国立精神・神経医療研究センター） 

(III) グリア細胞研究と神経免疫 

1. アストロサイトと神経障害性疼痛 

津田 誠（九州大学大学院薬学研究院） 

2. アクアポリン 4と Glymphatic system 

安井正人（慶應義塾大学医学部） 

3. 全身性炎症とミクログリアの動態 

和氣弘明（名古屋大学） 
 

 

第２章 神経免疫と疾患 

(I) 疾患の新たな理解に向けて 

1. ミクログリアと神経変性疾患 

山中宏司（名古屋大学） 



2. 脳血管障害と免疫 

中村幸太郎、七田 崇（東京都医学総合研究所） 

3. 多発性硬化症と腸内細菌叢異常 

竹脇大貴、山村 隆 （国立精神・神経医療研究センター） 

4. 自己免疫性自律神経障害と自己抗体 

中根俊成（熊本大学） 

5. 神経免疫疾患としての筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS） 

佐藤和貴郎（国立精神・神経医療研究センター） 

6. 精神疾患と神経炎症 

功刀 浩（帝京大学医学部） 

(II) 神経免疫疾患: 近年の動向 

1. 多発性硬化症：免疫病態と最近の治療 
宮﨑雄生（北海道医療センター） 

2. 多発性硬化症：遺伝因子研究 

磯部紀子（九州大学医学部） 

3. 視神経脊髄炎の免疫病態と新規治療 

千原典夫（神戸大学医学部） 

4. 重症筋無力症と Thサブセット異常   

芦田真士、近藤誉之（関西医科大学医療センター） 

5. 自己免疫性脳炎 

大石真莉子、神田 隆（山口大学医学部） 

 

第３章 新しい治療のアプローチ 

 
1. DNA/RNA ヘテロ 2 本鎖核酸の応用 

横田隆徳（東京医科歯科大学） 

2. ALS の異常凝集体を除去する治療抗体 

漆谷 真（滋賀医科大学） 

3. Guillan-Barre症候群に対する抗補体 C5抗体療法 

水地智樹、桑原 聡（千葉大学医学部） 

4. HTLV-1関連脊髄症に対する抗体医薬開発 

山野嘉久（聖マリアンナ医科大学） 
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