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抗がん剤脱毛を予防する

ポートピアホテル　本館B1F　
偕楽 1＋2（第8会場）

北川 雄光先生

河野 洋平先生

2021年11月6日（土）　12：30～13：40開催日時

ランチョンセミナー　６４

司　会

演　者 ①

会 場

慶應義塾大学医学部外科　教授

大分大学医学部消化器小児外科
高度救命救急センター　助教

平塚 孝宏先生

演　者 ②

大分大学医学部消化器小児外科　
客員研究員
医療法人八宏会有田胃腸病院　副院長

抗がん剤脱毛はなぜ起こる？

抗がん剤脱毛をどのように予防する？

抗がん剤脱毛をどのように予防する？

平塚　孝宏先生

大分大学医学部消化器小児外科　客員研究員
医療法人八宏会有田胃腸病院　副院長

演　者 ②

略 歴 等
【略歴】
2001年　3月　大分医科大学医学部卒業
2001年　5月　大分医科大学医学部附属病院（研修医）
2009年  4月　大分大学医学部博士課程医学専攻（大学院）入学
2013年  3月　大分大学医学系研究科　博士課程
　　　　　　　医学専攻卒業
2013年　4月　大分大学医学部　消化器・小児外科学講座 
　　　　　　　特任助教
2014年 10月　大分大学医学部 消化器・小児外科 
　　　　　　　高度救命救急センター 助教 

2017年   2月　米国Weill Cornell Medicine Visiting Fellow 
2019年   1月　大分大学医学部 消化器・小児外科 助教
2020年  4月　有田胃腸病院　副院長　大分大学医学部消化器・
小児外科学講座　客員研究員
【受賞歴】
中塚医学賞2016年
【特許】
抗炎症性腸疾患剤：公開番号2012-214416

【背景】
抗がん剤脱毛 (CIA)は、苦痛度が高く、抗がん剤治療継続の認容性に関わる重大な副作用であるにもかかわらず
完全な予防法は未だ存在しない。詳細な機序は不明であるが、毛母細胞の細胞周期停止ならびにアポトーシスが
CIAの機序と言われており、抗がん剤投与で発生する活性酸素種が深く関与するとされている。大分大学医学部消
化器小児外科学講座は、これまでがん、抗がん剤副作用に対する抗酸化剤を用いた治療法の研究を行ってきた。
我々は強い抗酸化力、抗炎症作用を有するαリポ酸誘導体DHL-HisZnNa（DHLH）を用いて産学連携でCIA予防
法開発に挑戦しており、その取り組みについて紹介する。
【基礎研究：動物実験】
ラットのCIAモデルにおいてDHLHの体表への塗布は、コントロール群との比較においてCIA発生の顕著な予防効
果を示し、皮膚の病理組織学的検査においては、毛根、毛幹残存の程度が多く認められ、その周囲への炎症細胞浸
潤が軽度であった。
【臨床試験】　
乳がん患者100名を対象とした多施設共同研究において、術後抗がん剤投与期間中に頭皮にDHLH 1%含有
ローションの塗布を行い、脱毛予防効果について検討したところ、脱毛予防効果は認められなかったが、化学療法
終了後３か月目の時点で、80%以上の患者において毛髪回復が認められ、DHLHが発毛を促進する可能性を示し
た。一方で眉毛に関しては頭髪脱毛に対する結果と異なり、化学療法中に全例で全脱毛するわけではなくGrade2
の眉毛脱毛が54％抑制された。
【臨床試験】　
抗がん剤治療患者において、脱毛後の発毛状況を調査する目的の臨床研究をヘアケア専門店とともに2020年4
月より開始した。Grade1-2の脱毛を80％以上の患者にきたすRAM+nabPTXにより治療中の切除不能進行胃が
ん患者において、DHLH製剤使用患者では化学療法施行中脱毛Grade１以下にとどまる複数の症例を認めた。ま
た高度脱毛をきたすとされるイリノテカンを含むFOLFIRI +Cetによる治療中の大腸癌患者は３コース終了後も
grade1に止まっている。毛髪表面の性状、断面積について解析中である。
【結論】
DHLH製剤は乳がんに対する抗がん剤治療後の眉毛脱毛予防効果ならびに頭髪における脱毛回復促進効果を有
する可能性があり、消化器がんにおける抗がん剤脱毛において脱毛抑制効果が期待される。
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慶應義塾大学
医学部外科　教授
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抗がん剤脱毛はなぜ起こる？

略 歴 等

【略歴】
2001年3月　大分医科大学卒業
2001年5月　大分医科大学外科第一（研修医）　
2007年5月　大分大学医学部　消化器・小児外科　医員
2012年3月　大分大学医学部 博士課程 修了
2016年4月　豊後大野市民病院　外科部長

2017年4月　大分大学医学部　消化器・小児外科　
　　　　　　高度救命救急センター 助教
2018年1月　米国Weill Cornell Medicine Visiting Fellow
2019年8月　大分大学医学部　消化器・小児外科
　　　　　　高度救命救急センター 助教

河野　洋平先生

【はじめに】
近年多くのがんにおいて治療成績が向上している一方で、その治療法増加とともに副作用も多様化してきた。
抗がん剤の副作用の中でも脱毛は精神面やQOLへの影響が非常に大きい副作用であるが、いまだ十分な予
防法はなく、多くの患者が苦痛を感じている。脱毛の機序も同様に十分に解明されておらず、我々は産学連携
プロジェクトとして抗がん剤脱毛予防に取り組むなかで、抗がん剤が頭皮環境に及ぼす影響について、研究を
行ってきた。
【抗がん剤脱毛の実際と機序】
抗がん剤脱毛の程度は抗がん剤の種類、量、投与法によって異なるが、通常は抗がん剤の投与開始2～3週間
後より始まり、痒みやピリピリした痛みなどの随伴症状がみられる。成長期の毛髪は頭髪のうち85％を占め、そ
の毛母細胞は細胞分裂が盛んであるため、抗がん剤の影響を受けやすい。抗がん剤の細胞分裂周期への影響
に加えて、酸化ストレスによる毛母細胞のアポトーシス誘導、血管内皮細胞障害などが脱毛の機序に関与する
と考えられている。抗がん剤投与終了3か月目頃より回復が始まるが、再生毛髪は髪質が変化したり、永久脱毛
が生じることがある。
【抗がん剤脱毛基礎研究】　
我々は毛髪のリーディングカンパニーとの産学連携共同研究において、有効性の高い抗がん剤脱毛予防法の
開発を進めるため、抗がん剤によって生じる毛包周囲環境の変化を明らかにすることとし、抗がん剤脱毛マウ
スモデルを用いて２光子顕微鏡観察を行った。その結果、毛包周囲の血管内皮細胞および毛球と毛乳頭では
アポトーシスが生じており、さらに皮下の血管密度の低下と血管透過性が亢進していることが明らかになっ
た。これらの抗がん剤による頭皮の変化を制御することにより、新たな脱毛予防法開発が期待される。

大分大学医学部消化器小児外科
高度救命救急センター　助教

演　者 ①

【略歴】
1986年　3月　慶應義塾大学医学部卒業
1986年　4月　慶應義塾大学病院研修医（外科）
1993年　8月  カナダブリテイッシュコロンビア大学留学（1996
　　　　　　　年7月まで）
1996年　8月　川崎市立川崎病院出向（外科副医長）
1997年　5月  慶應義塾大学助手（医学部外科学）
2005年 11月  慶應義塾大学専任講師（医学部外科学）
2007年　4月  慶應義塾大学教授（医学部外科学）
2009年　4月　慶應義塾大学病院腫瘍センター長
2011年 10月　慶應義塾大学病院副病院長
2017年　8月　慶應義塾大学病院病院長、慶應義塾理事
2018年　4月　国立がん研究センター理事（がん対策担当）兼任
2021年　5月　慶應義塾常任理事

【評議員等】
日本学術会議会員（2020年10月1日～2026年9月30日） 
日本外科学会　第120回定期学術集会会頭　監事 
（2012年4月～2018年4月まで理事、2014年4月～2016年4月ま

で副理事長） 
日本消化器外科学会　理事長 
日本癌治療学会　2015年～2019年まで理事長 
日本リンパ学会　常任理事 
日本食道学会　理事、食道癌診断・治療ガイドライン作成委員長 
日本外科感染症学会　理事 
日本内視鏡外科学会　理事、技術認定審査員（消化器・一般外科） 
日本消化器内視鏡学会　監事 
日本消化管学会　理事 
国際胃癌学会　理事　 
国際食道疾患学会　　理事（2016年～2018年まで会長） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他.
 
【学術誌編集委員 等】
Editor in Chief of “Gastric Cancer”（2009年～2019年） 
Japan Clinical Oncology Group (JCOG) 食道がんグループ
代表者 
日本食道学会食道癌診断・治療ガイドライン検討委員会委員長 
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潤が軽度であった。
【臨床試験】　
乳がん患者100名を対象とした多施設共同研究において、術後抗がん剤投与期間中に頭皮にDHLH 1%含有
ローションの塗布を行い、脱毛予防効果について検討したところ、脱毛予防効果は認められなかったが、化学療法
終了後３か月目の時点で、80%以上の患者において毛髪回復が認められ、DHLHが発毛を促進する可能性を示し
た。一方で眉毛に関しては頭髪脱毛に対する結果と異なり、化学療法中に全例で全脱毛するわけではなくGrade2
の眉毛脱毛が54％抑制された。
【臨床試験】　
抗がん剤治療患者において、脱毛後の発毛状況を調査する目的の臨床研究をヘアケア専門店とともに2020年4
月より開始した。Grade1-2の脱毛を80％以上の患者にきたすRAM+nabPTXにより治療中の切除不能進行胃が
ん患者において、DHLH製剤使用患者では化学療法施行中脱毛Grade１以下にとどまる複数の症例を認めた。ま
た高度脱毛をきたすとされるイリノテカンを含むFOLFIRI +Cetによる治療中の大腸癌患者は３コース終了後も
grade1に止まっている。毛髪表面の性状、断面積について解析中である。
【結論】
DHLH製剤は乳がんに対する抗がん剤治療後の眉毛脱毛予防効果ならびに頭髪における脱毛回復促進効果を有
する可能性があり、消化器がんにおける抗がん剤脱毛において脱毛抑制効果が期待される。




