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Abstract
Recently, various kinds of stem cells （ES cells, iPS cells, MUSE cells, mesenchymal stem cells in bone marrow, etc.） 

have been reported to be useful for regenerative medicine in neurological, ophthalmologic or cardiac disorders. However, ES 
cells are not allowed to use due to ethical matter in our country. In addition, MUSE cells, mesenchymal stem cells in bone 
marrow are hard to obtain and to multiply. Moreover, there hasn’t been any method to induce epidermal keratinocytes from 
iPS cells. Therefore, in this study, we investigated whether keratinocyte progenitor cells are present in the adipose derived 
stem cells （ASCs） population. ASCs isolated from subcutaneous adipose tissue were cultured and examined for the expres-
sion of the keratinocyte progenitor markers p63 and desmoglein 3 （DSG3） by immunofluorescence microscopy and flow cy-
tometry. In addition, p63 and DSG3 expression levels were assessed before and after differentiation of ASCs into adipocytes 
by real-time PCR and western blot analysis, as well as in subcutaneous adipose tissue by real-time reverse transcriptase poly-
merase chain reaction. Both markers were expressed in ASCs, but were downregulated after the differentiation of ASCs into 
adipocytes; p63-positive cells were also detected in subcutaneous adipose tissue. ASCs co-cultured with human fibroblasts 
and incubated with all-trans retinoic acid and bone morphologic protein 4 showed an upregulation in DSG3 level, which was 
also increased in the presence of type IV collagen. They also showed an upregulation in cytokeratin-5 level only in the pres-
ence of type IV collagen. These results provide the demonstration that keratinocyte progenitor cells reside in subcutaneous 
adipose tissue.
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は じ め に

現時点において大量に入手できる幹細胞としては，
iPS細胞や脂肪組織由来幹細胞が知られているが，iPS
細胞は表皮角化細胞に分化しにくく，また脂肪組織由来
幹細胞は表皮角化細胞に分化するか不明である。一方表
皮角化細胞への分化が確認されている幹細胞としては，
骨髄由来間葉系幹細胞やMuse細胞が知られているが，
採取法や大量培養に難点がある。本講演では，各種幹細
胞につき解説するとともに，最も手軽に採取・培養が可
能な脂肪組織由来幹細胞が表皮角化細胞に分化しうるか
検討したので報告する。

1.　再生医療と幹細胞

多くの組織，臓器が組織幹細胞システムを形成し，そ
の制御によって組織の新陳代謝や恒常性を担っていると
考えられている。そのため，幹細胞を損傷部位に投与す

る研究がさまざまな分野で始まりつつある。損傷部位に
直接幹細胞を投与する方法から開始し，次世代の再生医
療としては，生体外で細胞操作により作製した臓器・器
官を置換する方法が研究されている。幹細胞の定義とし
ては，多分化能（複数系統の細胞に分化），自己複製能
（細胞分裂を経ても多分化能を維持），の二つの性質を併
せ持つ細胞であるとされており，発生や組織・器官の維
持において，細胞を供給すると考えられている。
幹細胞の分類としては，1）胚性幹細胞（ES細胞），

2）人工多能性幹細胞（iPS細胞），3）成体幹細胞（造
血幹細胞，間葉系幹細胞，内皮幹細胞，など）が知られ
ている。

2.　各種幹細胞とその皮膚再生医療における問題点

2–1.　ES細胞
胚を形成する細胞を生み出す母細胞。分裂を始めたば
かりの受精卵（初期胚）の中になる細胞を取り出して培
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