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Abstract
Facial cosmetics are essential for female to make them young and personally attractive, and have developed thousands of years in human history. Mesenchymal stem cells are currently shown to be effective to recover neuronal function
of stroke patients with severe disability which are resistant to common treatment modalities, and now have been applied to
the treatment of other intractable diseases, mostly related to aging, including skin rejuvenation. After brief introduction of
mechanisms of skin aging focusing on photo-aging of sun-exposed skin, a possible application of regenerative medicine to
the recovery from age-related damaged skin is discussed. Application of autologous skin-derived cultured ﬁbroblasts and fat
tissue-derived cells, including of extracellular vesicles originated from mesenchymal stem cells to aged human skin is introduced. The most important point to be solved scientiﬁcally which is thought to deprive of efﬁcacy of cell therapy in cosmetic
medicine, is how effectively to conﬁne injected cells within the area for a few weeks and a month to exert them to produce
new and young extra-cellular matrixes, such as collagen, proteoglycans and elastic ﬁbers to recover youth in aged-skin. Further, a promising function of extracellular vesicles, particularly exosome, on skin rejuvenation will be introduced based on
recent scientiﬁc reports published. Innovative cosmetics are expected to support and enhance the efﬁcacy of stem cell and
stem cell-derived extracellular vesicles-induced rejuvenation of aged and photo-aging skin.
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1.

はじめに

子レベルの機序については，当時まだほとんど知られて
いなかった。1980 年代に入り，すでに予測されていた

筆者が，太陽紫外線が皮膚の老化を著しく促進するこ

冷媒等に広く用いられていたフロンガスによるオゾン層

とに興味を抱き，紫外線対策の重要性を意識したのは今

破壊 1）に伴う地球上の太陽紫外線 B の増加に伴う DNA

から約 50 年前の 1971 年頃である。当時，太陽紫外線が

損傷の増加とそれに伴う皮膚がんの急増が世界的に懸念

皮膚の細胞遺伝子 DNA に独特の傷をつけ，その修復に

され，わが国でも紫外線対策の重要性が議論され，実行

誤りが起きると遺伝子に変異が起きることは，米国や

に移され始めた。1985 年頃から，それまで推奨されて

西欧および日本の基礎学者は理解していたが，わが国で

いた日焼けは，シミ・シワなどの光老化を誘発し，また

は，太陽紫外線が皮膚がん発症の主原因であることは一

皮膚がん原因となることが国民にも広く理解され始め，

般国民には知られていなかった。限られた皮膚科医師と

太陽紫外線対策の必要性が広く認識されることとなっ

紫外線に興味を持つ基礎科学者だけが太陽光線の皮膚へ

た。シミやシワのない若々しく健康な皮膚を維持するこ

の有害性を理解していた。シミやシワが加齢とともに発

との重要性が，日本経済の発展と軌を一にして，特に女

症することは誰でも知っており，太陽光線が主要な原因

性の間では一般的な考えとして定着した。

であることは想像されてはいたが，シミやシワ発症の分
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