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要約  

 

[背景および目的] 

 

ミトコンドリアとは、生命の維持に必要不可欠な細胞小器官である。ミトコ

ンドリアを蛍光蛋白質で可視化し、生細胞観察を行うとミトコンドリアは細

胞内にネットワーク構造を形成しながら、活発に融合と分裂を繰り返す。こ

のミトコンドリアの融合や分裂、細胞内移動をミトコンドリアダイナミクス

と呼ぶ。ミトコンドリアダイナミクスは、細胞死やエネルギー産生、カルシ

ウム調整など生体内で重要な機能を有する。また、神経変性疾患の発症や、

心筋細胞の恒常性維持にも関係していることが明らかになりつつある。しか

し、ミトコンドリアの形態変化が皮膚の恒常性維持に関係しているかどうか

は未だに明らかになっていない。 

 

皮膚は重層化している表皮の一番下層に局在する表皮基底細胞が表皮有棘

細胞に分化し、最終的には表皮角化細胞が能動的細胞死を起こし角質となる

一連のサイクルが常に繰り返されている。皮膚は細菌や環境因子などの外的

因子の侵入阻止や、水分保持などの重要な役割を担っている。表皮角化細胞

の分化の過程で、中間径フィラメントである keratin 1/10 は表皮有棘細胞

で発現し、keratin 5/14 は表皮基底細胞で発現する。 

 

Keratin 5 の遺伝子 (KRT5) または keratin 14 の遺伝子 (KRT14) 異常で

発症する単純型表皮水疱症 (Epidermolysis bullosa simplex, EBS) の亜型

ではミトコンドリア異常が報告されており、ミトコンドリアとケラチン異常

の直接的な関係が示唆されているが、解明には至っていない。本研究ではミ

トコンドリアとケラチンの相互関係と、EBS におけるミトコンドリアと発

症病態に着目した。 

 

[材料と方法] 

 

ヒトの表皮角化細胞を不死化した HaCaT 細胞に、ミトコンドリアを赤色蛍

光蛋白質 DsRed2 で標識したプラスミド pDsRed2-mito と、wild type の

keratin 5 または keratin 14 をそれぞれ緑色蛍光蛋白質 EGFP で標識した

pEGFP-KRT5 (WT) または pEGFP-KRT14 (WT) をトランスフェクショ

ンし、ミトコンドリアがケラチンと直接結合するか検討した。蛍光輝度によ
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るケラチンとミトコンドリアの結合には画像解析ソフト Metamorph を用

いた。Mitodusin 2 (Mfn2) と keratin 5/14 の結合を検討するため、免疫蛍

光抗体法と免疫沈降反応を行った。 

 

次いで、ミトコンドリアの動的変化とケラチンとの関係を観察するため、

pDsRed2-mito と、pEGFP-KRT14 (WT) を HaCaT 細胞にトランスフェク

ションし、keratin 14 上のミトコンドリアの動きを動画撮影した。 

 

EBS 亜型の中で特徴的なケラチンフィラメント凝集が確認されている

Dowling-Meara型EBS (EBS-DM) 患者と同じKRT14遺伝子の変異を持つ

プラスミド [pcDNA3.1-KRT14 (mutant)]を作製した。HaCaT 細胞に

pcDNA3.1-KRT14 (mutant) を遺伝子導入し、ミトコンドリアの動的変化

や、機能を検討した。ミトコンドリアの膜電位検討のため、ミトコンドリア

の膜電位蛍光マーカーである rhodamine123 と、ミトコンドリアの形態観

察のため Mito Tracker Deep Red FM を用いた。細胞内 ATP は、ホタルル

シフェラーゼ発光法を利用した ATP 蛍光測定キット CellTiter-Glo 

Luminescent Cell Viability Assay を利用し、説明書の手順に従い測定した。

Reactive oxygen species (ROS)の産生量は MitoSOX Red で染色後、フロー

サイトメーターで検出した。 

 

EBS-DM 患者皮膚のミトコンドリア分布、ミトコンドリアの形態、大きさ

は、電子顕微鏡を用いて検討した。 

 

[結果] 

 

ミトコンドリアは Mfn2 を介して keratin 5/14 と結合する。 

 

pEGFP-KRT5 (WT) を発現した HaCaT 細胞において、ミトコンドリアは

keratin 5 フィラメント上に点在した。pEGFP-KRT14 (WT) を発現した

HaCaT 細胞でも同様の分布を示した。画像解析ソフト Metamorph を用い

て keratin 5 または keratin 14 とミトコンドリアの共局在を検討したとこ

ろ、 共 局在 す る こと が 明ら か に なっ た 。 次 に pDsRed2-mito と

pEGFP-KRT14 (WT) を過剰発現させた HaCaT 細胞を動画撮影し、ミトコ

ンドリアの動きを観察したところ、赤 (DsRed2) で標識したミトコンドリ

アは緑 (EGFP) の keratin 14 と結合し、ケラチンに沿って移動していた。 
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次に、ミトコンドリアとケラチンの結合を介在する蛋白質について検討した。

過去の報告から線維芽細胞または肝臓の細胞で発現している keratin 18 は、

ミトコンドリアの外膜に存在する Mitofusin 2 (Mfn2) を介してミトコンド

リアと結合することが示唆されている。しかしながら、表皮角化細胞におけ

るケラチンと Mfn2 との結合については詳しく検討されていない。そこで、

Mfn2がミトコンドリアと keratin 5/14との結合を介在する可能性について

検討した。HaCaT 細胞とヒト正常皮膚の免疫蛍光抗体法では、Mfn2 は細

胞質全体に分布しており、keratin 5/14 との共局在を示した。さらに、

Metamorph を用いた line scan でも同様に keratin 5/14 と Mfn2 は共局在

することが明らかになった。HaCaT 細胞の細胞抽出液と抗 Mfn2 抗体を用

いた免疫沈降反応では、Mfn2 と keratin 5/14 との結合が示された。以上の

結果から、Mfn2 は keratin 5/14 と結合することが明らかになった。 

 

表皮角化細胞のミトコンドリアの配置はケラチンフィラメントによって制

御される。 

 

pEGFP-KRT14 (WT) を過剰発現させた HaCaT 細胞では、ミトコンドリア

は細胞質内を活発に移動していた。一方、pEGFP-KRT14 (mutant) を過剰

発現させた HaCaT 細胞では過去の報告と同様に細胞質内にケラチンの凝

集を認めると共に、ミトコンドリアの動きが有意に低下していた。さらに、

Metamorph でミトコンドリアとケラチンの共局在率を解析したところ、

pEGFP-KRT14 (mutant) を発現させた細胞では共局在率が有意に低下す

ることが明らかになった。 

 

以上より、EBS患者と同じ KRT14遺伝子異常を発現する HaCaT細胞では、

ミトコンドリアダイナミクスの異常に加え、ケラチンとミトコンドリアとの

共局在率が低下することが明らかになった。 

 

ケラチンの凝集により、ミトコンドリア膜電位異常が引き起こる。 

 

表皮角化細胞ではケラチン異常によってミトコンドリア機能に変化をきた

すか否かについては検討されていない。前述のように、ケラチン変異を発現

した HaCaT 細胞では keratin 14 とミトコンドリアの結合能が低下するた

め、ミトコンドリアの膜電位がミトコンドリアとケラチンの相互作用に依存
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する可能性を検討した。pTagBFP-KRT14 (WT) を発現した HaCaT 細胞の

ミトコンドリアは、 rhodamine123 で染色されたが、pTagBFP-KRT14 

(mutant) を発現した細胞の一部では、ミトコンドリアは rhodamine123 で

は染色されなかったことから、pTagBFP-KRT14 (mutant) を発現した

HaCaT 細胞ではミトコンドリア膜電位異常が引き起こることが明らかにな

った。次に、ATP と ROS の産生量を比較検討した。pcDNA3.1-KRT14 (WT) 

または pcDNA3.1-KRT14 (mutant) を HaCaT 細胞へトランスフェクショ

ンさせた細胞では、ATP 産生量に有意な差は認められなかった。ROS の産

生量をフローサイトメーターで確認したところ、pEGFP-KRT14 (WT) ま

たは pEGFP-KRT14 (mutant) を発現した HaCaT 細胞では ROS の産生量

は異常が認められなかった。 

 

以上より EBS-DM 患者と同じ KRT14 遺伝子異常を発現する HaCaT 細胞

では、ATP や ROS の産生には異常が認められなかったが、ミトコンドリア

膜電位異常が明らかになった。  

 

EBS-DM の患者皮膚ではミトコンドリアの分布異常が認められる。  

 

実際に EBS-DM 患者の表皮基底細胞のミトコンドリアを電子顕微鏡下で観

察した。電子顕微鏡所見では、表皮基底細胞内のトイノフィラメントの塊状

と太い束状に凝集を確認した。電子顕微鏡下でミトコンドリアの分布と形態

を観察したところ、正常皮膚の表皮基底細胞ではミトコンドリアは細胞質内

にほぼ均一に分布していたのに対し、EBS-DM の表皮基底細胞ではミトコ

ンドリアの分布異常が認められた。しかし、EBS-DM の表皮基底細胞にお

けるミトコンドリアの形態や大きさは、正常皮膚のものと明らかな差はみら

れなかった。EBS-DM の表皮有棘細胞では、ミトコンドリアの分布異常は

認めず、形態や大きさも有意差は認められなかった。  

 

以上より、EBS-DM 患者皮膚の表皮基底細胞ではミトコンドリアの形態や

大きさは正常皮膚と比較して異常は認めなかったが、ミトコンドリア分布異

常を確認した。 

 

[考察] 

 

本研究では皮膚におけるミトコンドリアとケラチンの結合と、EBS のミト
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コンドリア異常を明らかにした。細胞モデルや患者サンプルを用いた解析に

よりケラチンとミトコンドリアの相互関係を皮膚において初めて明らかに

したこと、および EBS 患者のミトコンドリアについて詳細な解析を行い病

態との関連性を示したことが特筆する点である。  

 

ミトコンドリアを細胞質内の適切な場所に配置することは、細胞質内のエネ

ルギーである ATP やカルシウム分布の調整に必要不可欠であり生体内の恒

常性維持必要不可欠である。Mfn2 は神経細胞で微小管とミトコンドリアの

結合を介在する Miro/Milton と結合し、ミトコンドリア輸送に関与する。

Keratin 18 を発現する細胞では、Mfn2 は trichoplein というケラチン結合

蛋白質と結合することが報告されていることから、Mfn2 はある分子群と複

合体を形成しながらケラチン上のミトコンドリア輸送に関与しているかも

しれない。また、ケラチンを介したミトコンドリアの細胞内輸送は、皮膚の

恒常性維持に必要であることが示唆される。 

 

EBS-DM患者と同じ KRT14遺伝子異常を発現する HaCaT細胞ではミトコ

ンドリアの動きとミトコンドリアの膜電位異常が認められた。さらに患者皮

膚の基底細胞では、ミトコンドリアの分布異常が引き起こることが明らかに

なった。神経細胞のミトコンドリア細胞内輸送異常は、膜電位異常を引き起

こすことが報告されていることから、EBS 患者細胞でもミトコンドリアの

細胞内輸送異常は膜電位異常によって引きおこるかもしれない。また、ミト

コンドリアが発症機序と考えられているアルツハイマー病などの神経変性

疾患と同様に、EBS で認められたミトコンドリア異常が病態の発症に関係

する可能性が示唆される。  

 

[結論] 

 

本研究では表皮細胞においてミトコンドリアはMfn2を介して keratin 5/14

と結合すること、EBS-DM のミトコンドリア異常を明らかにした。以上の

結果からミトコンドリアの細胞内輸送と機能は皮膚においても重要である

ことが示唆される。また、この研究がミトコンドリア異常を伴う EBS の機

序の解明へ新たな糸口となることが期待される。  

 

 


