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〈教育セミナー〉
ニキビ，赤ら顔に迫る〜脂腺を取り巻く最新科学〜

培養脂腺細胞における皮脂産生・分泌の分子機構
佐藤

隆

Molecular Mechanisms of Sebum Production and Secretion in Sebocytes
Takashi SATO
Abstract
Sebum production and secretion in sebaceous glands play important roles in the formation of a thin lipid layer as a
physiological barrier on the skin s surface. The secretion of sebum is considered to be controlled in concert with the regulation of sebum production, in which insulin/insulin-like growth factor 1, 5α-dihydrotestosterone, corticotrophin-releasing hormone, and eicosanoids are involved under physiological and pathological conditions. In addition, environmental stimuli such
as ultraviolet（UV）irradiation and temperature change have been reported to inﬂuence sebum secretion as well as its production. Furthermore, the abnormalities of sebum production and secretion are likely to disrupt the skin barrier functions and
to cause sebaceous gland disorders such as acne, seborrhea, and xerosis. On the other hand, the regulation of sebum secretion
has been generally deﬁned to be due to a holocrine mechanism, which may contain apoptosis of sebaceous gland cells（sebocytes）. In contrast, the apoptosis-independent sebum secretion by polymethoxy ﬂavonoids and UVB has been reported in
differentiated hamster sebocytes. Therefore, in addition to sebocyte-speciﬁc lipogenetic mechanisms, another unique sebum
secretion pathway distinct from the holocrine mechanism is likely to exist in sebaceous glands.
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皮脂産生・蓄積調節因子

皮膚の付属器官である皮脂腺は毛包上部または表皮や

皮 脂 産 生 は，5α-dihydrotestosterone（5α-DHT）
, insulin

粘膜に直接開口しており，基底細胞層，皮脂を蓄積した

や insulin-like growth factor 1（IGF-1），副腎皮質刺激ホル

脂腺小葉および皮脂排泄路である導管から構成されてい

モン放出ホルモン（CRH），ペルオキシソーム増殖薬活

る 。また，皮脂は基底細胞層の脂腺細胞が内腔に向

性化受容体 γ（PPARγ）アゴニストおよび脂質メディ

かって機能的分化をすることで細胞内に蓄積される。さ

エーターである prostaglandin J2（PGJ2）や leukotriene B4

らに，皮脂分泌機構としては，脂線細胞の崩壊（アポ

（LTB4） な ど に よ り 促 進 的 に， 逆 に 女 性 ホ ル モ ン，

トーシス）により細胞内に蓄積された皮脂が導管内へ放

epidermal growth factor（EGF），レチノイン酸（RA），活

出される全分泌（ホロクリン）機構が提唱されている 。

性型ビタミン D3（1α,25VD3）やバニロイド受容体サブ

分泌された皮脂は，表皮に脂質膜を形成することで外界

タイプ 1（TRPV1）作動薬のカプサイシンより抑制的に

物質に対する緩衝作用や殺菌作用，また内因性物質の排

調節されている3） 。また，紫外線（UV）や外気温の変

1）

2）

泄作用など生理的に重要な役割を担っている

。一方，

1）, 2）

–7）

化といった環境因子が皮脂産生調節に影響することが報

皮脂腺の機能異常，すなわち皮脂の過剰分泌や分泌低下

告されている8） 。痤瘡病巣部では，男性ホルモンの産

は皮膚疾患の発症と密接に関連している。なかでも主に

生亢進のみならず，IGF-1, PG, CRH や α-メラノサイト刺

顔面に発症する皮脂分泌亢進に起因した痤瘡（ニキビ）

激ホルモン（α-MSH）の産生促進が皮脂産生増強を介

は，思春期のみならず成人の男女において精神的ストレ

して痤瘡の発症・悪化に関与すると考えられる1）, 2）。

–11）

スを伴う炎症性皮膚疾患である1）, 2）。本論文では，皮脂

脂腺細胞において生合成された皮脂は，細胞内に脂肪

腺における皮脂産生・分泌の分子機構について新たな知

滴として蓄積される。この皮脂の蓄積には，脂肪滴表面

見を含め紹介する。

に局在する PAT ファミリーの perilipin が関与すると考
えられている12）。これまでにハムスターおよびヒト脂腺
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