真皮幹細胞を利用した皮膚の若返り治療
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Intrinsic aging and photodamage of the face result in dull and lax skin with clear and deep wrinkles at rest.
The “aged face” is characterized by poorly organized dermal extracellular matrix, including collagens and elastic
fibers. Many young peoples also have skin troubles, such as acne scar. Although ablative and nonablative therapies
of skin resurfacing and rejuvenation are performed against these skin damages, these methods do not achieve
complete remission. Recently, dermal multipotent cells (DMCs) were isolated from the mammalian dermis. These
cells are able to differentiate into many cell types including osteocytes, chondrocytes, adipocytes and neuros, and
are thus suggested to play important roles in wound healing process as an origin of reproduced dermal tissues.
This research project aims to determine whether DMCs have a potency to contribute to skin resurfacing and
rejuvenation by differentiating into dermal fibroblastic cells that synthesize de novo matrix. As a first step of the
project, we determine the most effective method to obtain DMCs from adult aged human dermis and chek their
proliferation and abilities to produce matrix proteins. Next, we examine whether DMCs grafted with keratinocytes
can differentiate into dermal fibroblast at skin wound in nude-mice and stimulate wound healing process by
reproduction of extracellular matrix. These experiments will contribute to the establishment of new complete
therapy of damaged skin.
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2・1 成人ヒト皮膚由来真皮幹細胞の効率的採取方法の
検討：
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成人ヒト真皮幹細胞は数が少なく、従来の sphere 法
では効率的に採取することが困難である。Joannides ら
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（Lancet, 364, 172-178, 2004）の報告をもとに、さらに効率
よく真皮幹細胞を採取、培養する方法について検討し、得
られた細胞の性質も解析した。
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2・2 真皮幹細胞が創傷治癒、真皮性状、瘢痕化に与
える影響の調査：
真皮幹細胞を血清入り培地にて増殖させて得た細胞

多いことが判明した（図２）。
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結果および考察

ヵ月後の組織所見を比較したところ、SDM cell 移植部位
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図１ A. sphere 法を用いて 74 歳女性の皮膚より得られた真皮幹細胞。B. sphere を細
胞培養用 coated dish で 10％血清入り培地を用いて培養すると、底面にはりつき増殖
する。C. 培地を初代 sphere 用培地に転換すると、はりついていた細胞は浮遊し始め
sphere に戻る。Bar=100 ㎛

図２ Elastin, fibrillin-1, コラーゲン α1(1) 遺伝子の発現量の相
対値。線維芽細胞における各遺伝子の発現量を１としたとき
の、SDM cell における発現量を数値化した。n=3

図３ A. ヌードマウス背部に作製した皮膚全層欠損層に SDM cell と表皮角化細胞を移
植して６日後の状態。創は上皮化が完了し、質感も周囲皮膚と大差なく良好な状態で
ある。B. 線芽細胞と表皮角化細胞を移植したものでは、まだ上皮化が完了していない。
Bar=5 ㎜ C. SDM cell と表皮角化細胞移植後７ヶ月後、HE 染色像。D. 線維芽細胞
と表皮角化移植後７ヶ月の結果 HE 染色像。Bar=C,D, とも 100 ㎛。

− 61 −

