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研究成果の概要（和文）： 
各々の臓器において骨髄由来の幹細胞が臓器細胞へ分化することが示されており、有効な治

療法の無い先天性疾患への臨床応用に向け研究が行われている。 
本研究では、骨髄由来細胞が表皮細胞へと分化するには表皮細胞が分泌する因子が重要な役

割を果たしており、表皮水疱症モデルマウスの 1つである XVII 型コラーゲンノックアウトマウ

スに対し、骨髄移植を行ったところ欠損タンパクの産生が認められ、皮膚の症状など臨床経過

の改善が認められた。 
研究成果の概要（英文）： 
Recent studies have suggested that bone marrow cells transdifferentiate to a variety of 

cellular lineages including skin. Investments to achieve radical cure for congenital disorder, 
to which there is no effective therapy, have been done. 
In our study, first as a basic research step, we demonstrated the existence of the factors 

secreted from keratinocytes that induces transdifferentiation from bone marrow derived 
cells into keratinocyte. Next as a preclinical step, bone marrow transplantation from 
normal mouse to type XVII collagen knock out mouse, one of the epidermolysis bullosa 
model mouse, induced production of the defect protein (XVII type collagen) and 
improvement of clinical manifestation of the mouse. So we suggested that the bone marrow 
transplantation from normal mouse to model mouse can be one of the effective therapies for 
epidermolysis bullosa. 
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１．研究開始当初の背景 
本研究課題が対象とする皮膚のタンパク

欠損症である表皮水疱症は軽微な外力で広
範囲のびらん・潰瘍を呈し、また高率に悪性
腫瘍を合併する疾患である。今なお本症に対
する根本的治療法は存在しない。本症の様な
タンパク欠損症への治療法開発において、病
因である欠損タンパクを遺伝子導入するこ
とで産生させる遺伝子治療や、胎児由来の胚
性幹細胞による再生医療が検討されている
が未だ臨床応用には課題が多いのに対し、骨
髄幹細胞を用いた再生医療は本人由来であ
るため倫理的な問題もクリアしやすいと言
える。また遺伝子導入された iPS 細胞とは異
なり、骨髄幹細胞を用いた再生医療は本人由
来の細胞の能力を生かすことで再生させる
ことができ、臨床適応が容易と考えられた。 

その骨髄幹細胞を用いた再生医療の研究
について、多くの臓器で骨髄幹細胞が皮膚の
表皮細胞を含め種々の臓器細胞へ分化する
ことが報告され、その可塑性が認められてい
る。（文献：Inokuma D, Stem Cells 2006）、
Orlic D, Nature 2001）。さらにはその細胞を
遊走させる因子であるケモカインが各臓器
で分泌されることで、そのケモカインと相同
性を有するケモカインレセプターとの相互
作用により、各臓器細胞へと骨髄幹細胞が遊
走される機序が証明されている。皮膚におい
ても研究代表者らのグループが特定のケモ
カイン (CTACK)、ケモカインレセプター
(CCR10)の相互作用を用いることで、表皮細
胞へと分化した骨髄幹細胞の頻度を増加さ
せ、生物学的機能を発揮させることを明らか
にした（Inokuma D, Stem Cells 2006）。ま
た骨髄内細胞において間葉系幹細胞が表皮
細胞に分化することも突き止めた（Sasaki M, 
J Immunol 2008）。 

しかしながら分化に必要な因子や分化し
た細胞が生物学的機能を発揮させるための
必要な因子は解明されておらず、表皮水疱症
モデルマウスを用いた検討、さらには実際に
ヒトの細胞を用いて検討を行われていなか
った。 
 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、骨髄幹細胞からの表皮細

胞遊走機序を駆使し、より多くの骨髄細胞を
皮膚に遊走させることで、現在有効な治療方
法のない表皮水疱症に対する新しい皮膚再
生医療の可能性を模索し、臨床応用の手がか
りを得ることである。 

これまでに解明されていたこの遊走能の
研究を発展させ、表皮水疱症の臨床応用に向
けた次段階の課題として、分化に必要な因子

や分化した細胞が生物学的機能を発揮させ
るための必要な因子の同定や、表皮水疱症モ
デルマウスを用いた検討、さらには実際にヒ
トの細胞を用いて検討を行う。 
さらには以上のことを発展させることで、

表皮水疱症の患者に正常な人の骨髄を移植
することにより正常な遺伝子を有する骨髄
幹細胞が正常な表皮細胞へと分化すれば、欠
損するタンパクを産生し治療へと応用可能
なはずである。 
 
 
３．研究の方法 
（1）表皮細胞分化を促進させる液性因子の
検討 
皮膚において細胞遊走因子の 1つであるケ

モカイン CTACKは骨髄由来表皮細胞の割合を
増加させるが、様々な条件・処置を行っても
最大 0.3%程度と少ない。骨髄由来細胞が効率
的に表皮細胞へと分化するためには分化に
は表皮細胞の表面因子または表皮細胞から
分泌される因子の関与が必要と考えられる。
そこで骨髄由来表皮細胞からの液性因子の
産生および表皮細胞の表面因子また分泌さ
れる因子を検討した。 
具体的には in vitro において、 
①表皮細胞と骨髄細胞を共培養して、骨髄

由来の細胞が表皮特異的なタンパクを発現
するかの検討（表皮細胞と骨髄細胞は接着可
能であり培養液中にも表皮細胞から分泌さ
れる液性因子は存在する）。 
 

 
②表皮細胞を培養しその培養液の上清液

（この培養液中には表皮細胞が分泌した因
子が存在するが表皮細胞は存在しないため、
骨髄細胞と表皮細胞は接着できない）で骨髄
細胞を培養して、表皮特異的なタンパクを発
現するかを検討。 
 

 
③表皮細胞をホルマリンで固定後骨髄由

来細胞と共培養し（これにより表皮細胞と骨
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髄由来細胞は接着はできるものの表皮細胞
から細胞外因子を分泌できなくなる）、骨髄
由来細胞が表皮特異的なタンパクを発現す
るかを検討した。 

 

 
実験を行うに当たり使用した骨髄由来の

細胞が単純には表皮細胞に分化しないこと
を確認するため、線維芽細胞との共培養を行
い骨髄由来細胞が表皮細胞に分化しなかっ
たことを確認している。 

皮膚特異的タンパクの発現の検討では
keratin や transglutaminase 1、involucrin
など複数のタンパクで検討した。 
 
 
（2）表皮水疱症モデルマウスにおける同種
骨髄移植の効果の検討 
 次に、より臨床に近づけるため、表皮水疱
症モデルマウスの 1つである BP180（VII 型
コラーゲン）ノックアウトマウスに対し、正
常マウスから骨髄移植を行い検討した。 

表皮水疱症モデルマウスでは基底膜部に
接着分子である BP180が先天的に欠損してい
るため、皮膚に容易にびらん・潰瘍を形成し、
また口腔内にもびらん・潰瘍を生じるため摂
食障害がみられ生存率も低い。骨髄移植され
た BP180ノックアウトマウスの皮膚の症状を
経時的に観察し、骨髄移植の臨床効果（皮膚
症状の肉眼的観察、ダーモスコピーによる皮
膚の観察、病理組織の観察）を検討し、正常
に分化した骨髄由来の表皮細胞が欠損する
タンパクを産生しているかを、皮膚を用いて
免疫染色や RT-PCR、免疫ブロット法などで検
討した。さらにはドナー骨髄幹細胞由来表皮
細胞が欠損するタンパクを産生することが
皮膚の症状や生存期間に対して影響を及ぼ
すか検討した（下図）。 
 
 

 

４．研究成果 
（1）表皮細胞分化を促進させる液性因子の
検討 
骨髄由来細胞 1万個あたりの表皮細胞への

分化の個数は以下の通りだった。 
・表皮細胞との共培養：49 
・線維芽細胞との共培養：0 
・ホルマリン固定の表皮細胞との共培養：0 
・表皮細胞の培養液での培養：35 
・表皮細胞の培養液でホルマリン固定の表皮
細胞と共培養：40 
 
以上から、分化には細胞同士の接着では無

く細胞が分泌する液性因子が関与している
と考えられた。 
 

 

（2）表皮水疱症モデルマウスにおける同種
骨髄移植の効果の検討 

疾患モデルマウスであるBP180ノックアウ
トマウスに正常マウスから骨髄移植し皮膚
において欠損タンパクの検討を行ったとこ
ろ、上図のように分化した細胞がケラチンタ
ンパクを発現しているのが確認できた。また
欠損タンパクの発現も確認できた（中央図の
免疫染色、電子顕微鏡、下図の mRNA）。以上
から、正常な骨髄由来細胞が疾患モデルマウ
スにおいて骨髄移植されることで表皮細胞
に分化し正常なタンパクを産生することが
確認できた。 
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また疾患モデルマウスに正常マウスから

骨髄移植することで、皮膚のびらんの面積は
減少し（上図）、生存率の改善も認め（下図）、
臨床症状の改善も認められた。 

 
以上から in vivo においても骨髄由来の細

胞が表皮細胞へと分化し機能的なタンパク
を産生していることが確認できた。 
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