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毛包幹細胞の幹細胞マーカー発現量と多分化能の検討
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　皮膚毛包には，ネスチンを発現する毛包幹細胞領域が存在することがこれまでの研究で示されて

いる。今回我々はGFPトランスジェニックマウスより採取した髭毛包上部の毛包幹細胞を分化培養
し，分化細胞を凝集化，さらに再分化させる操作を行った。そして経時的に回収した細胞の幹細胞

マーカー発現量を比較することで，毛包幹細胞凝集体には幹細胞マーカーが発現しており，さらに

神経細胞やグリア細胞，平滑筋細胞，ケラチノサイトといった細胞への多分化能があることを示し

た。
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序　　文

　毛包幹細胞は毛包の脂腺付着部位に分布し，ネスチ

ンを強く発現する多分化能を有する細胞である。天羽

らは血清を含まない幹細胞培養液で毛包幹細胞を単

離・培養し，ネスチン-GFP発現毛包幹細胞凝集体を形

成させそれらが多分化能を示すことを報告している

(図1)1。今回我々はGFPトランスジェニックマウス髭毛

包上部を血清含有分化培養液で分化培養した後，この

細胞を血清不含幹細胞培養液に移し，ネスチン発現毛

包幹細胞凝集体を形成させた。この凝集体の幹細胞

マーカーの発現と多分化能を明らかにしたのでここに

報告する。

対象と方法

GFPトランスジェニックマウス

　C57/B6-GFP遺伝子組換えマウス (GFPトランスジェ

ニックマウス)2は薬理学より分与を受けた。すべての

動物実験は，北里大学のガイドラインに基づいて行わ

れた。

GFPトランスジェニックマウス髭からの

毛包の分離と毛包幹細胞の培養

　Kajiuraらの報告3をもとにGFPトランスジェニックマ

ウス髭の毛包上部を分離し，毛包幹細胞を培養した。

分化培養ならびに再分化培養は血清含有分化培養液

(10%牛胎児血清 (FBS) を含むDMEM (Sigma-Aldrich, St.

Louis, MO, USA) 培養液) で，凝集化は血清不含幹細胞

培養液 (2%B-27 (GIBCO, Grand Island, NY, USA) を含む

DMEM/F12 (GIBCO) に20 ng/ml beta-FGF (Millipore,

Temecula, CA, USA) を添加した培養液) で培養した (図2)。

リアルタイムPCR法による

幹細胞マーカー発現量の測定

　分化培養4週間，凝集化2日間ならびに1週間，再分

化培養2日間，1週間，2週間ならびに3週間培養したそ

れぞれの細胞からRNAを抽出しcDNAを合成してリア

ルタイムPCRで幹細胞マーカー発現量を求め比較し

た。プローブ，プライマーはTaqMan Probes Nestin:

Mm00450205_m1，Sox2: Mm03053810_s1，SSEA1:

Mm00487448_s1，r18s: Hs99999901_s1 (ABI, Foster City,

CA, USA) を用いた。

フローサイトメトリーによる

毛包幹細胞多分化能の検討

　分化培養4週間と再分化培養2週間の細胞を，抗

tubulin抗体 (Covance, San Diego, CA, USA)，抗smooth

muscle actin (SMA) 抗体 (Lab Vision, Fermont, CA, USA)，

抗Keratin15 (K15) 抗体 (Lab Vision)，以上の二次抗体

としてPE標識抗マウスIgG抗体 (Abcam, Cambridge,

UK)，抗glial fibrillary acetic protein (GFAP) 抗体

(Abcam)，この二次抗体としてビオチン標識抗チキン
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図1.  ネスチン-GFP発現毛包幹細胞は血清不含幹細胞培養液で培養するとネスチン-GFP発現毛
包幹細胞凝集体を形成する。

図2.  GFPトランスジェニックマウス髭からの毛包の分離と毛包幹細胞の培養

GFPトランスジェニックマウス髭毛包上部を採取し，毛包幹細胞の分化培養4週間，凝集化1週間，再分化培養3週間行った。
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図3.  リアルタイムPCR法による幹細胞マーカー発現量の比較

経時的に回収した毛包幹細胞の幹細胞マーカー (Nestin, Sox2, SSEA1) の発現量を凝集化1週間
と比較した。それぞれのmRNA量はr18sで標準化した。実験は3回繰り返し，その平均とSDを示
した。

図4.  フローサイトメトリーによる毛包幹細胞多分化能の検討

分化培養4週間と再分化培養2週間の毛包幹細胞を回収し，抗tubulin抗体，抗GFAP抗体，抗SMA抗体，抗K15抗体で染色し
フローサイトメトリーで解析した。
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抗体 (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA)，Brilliant

Violet標識ストレプトアビジン (BioLegend, San Diego,

CA, USA) 染色し，フローサイトメトリーで抗体陽性

率を解析した。

結　　果

　リアルタイムPCR法による解析から，Nestin及び

Sox2の発現は凝集化2日には一過性に低下したもの

の，凝集化1週間では増強傾向が認められ，以降再分化

1週目まで増強した。再分化2週間以降は著しい発現低

下を認めた。SSEA1は凝集化2日で発現の著しい増強が

認められ，以降再分化2日まで増強傾向が続いた。再分

化1週間からは緩やかな発現低下が認められた (図3)。

またフローサイトメトリーの結果から，毛包幹細胞は

分化培養4週間並びに凝集体形成後の再分化培養2週間

においても，神経細胞，グリア細胞，平滑筋細胞，ケ

ラチノサイトへ分化することが明らかとなった (図4)。

考　　察

　SSEA1の発現は分化培養から凝集化，凝集化から再

分化培養への培養条件の変化に鋭敏だが，Nestin及び

Sox2は培養条件の変化からその応答までにSSEA1以上

に時間を要する可能性が示唆される。SSEA1は多能性
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幹細胞の指標となることが報告されている4,5。一方，

iPS細胞作成においてSox2陽性の凝集体は再分化を認め

たが，陰性の凝集体では再分化を認めなかったことが

山中らによって報告されており5，凝集体が必ずしも多

分化能をもつとは限らないことが明らかにされてい

る。我々の実験ではフローサイトメトリーによって凝

集体の多分化能が証明されており，毛包幹細胞凝集体

は未分化状態を維持しながら多分化能を兼ね備えてい

ることが明らかとなった。今後の臨床応用に向け，分

化の誘導に関するさらなる研究が必要である。
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