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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文

1) ヒト皮膚細菌叢バンクの構築
健常人及び各種炎症性皮膚疾患患者から採取した皮膚細菌群を保存し、皮膚症状や細菌叢メタ 16S
解析データと紐付けた皮膚細菌叢バンクの構築を開始した。皮膚細菌群を各細菌種に絞って分離培
養し、臨床分離菌株バンクとして樹立することを目指している。
２）皮膚炎発症ノトバイオートマウスにおける免疫応答の解析
皮膚炎モデルマウスである Tmem79 KO マウスを無菌環境下で経時観察すると、SPF 環境下と認めら
れる皮膚炎を発症しなかった。また SPF 環境下で皮膚炎発症時に皮膚及びリンパ節で様々な免疫細
胞が誘導される一方で、無菌環境下では免疫細胞の誘導は認められなかった。これらの観察事項に
より、皮膚細菌叢の皮膚炎発症において病的役割をしていることが示唆された。
３）角層構成成分の網羅的同定，および機能解析
表皮顆粒層最外層にある SG1 細胞に GFP を発現するノックインマウス（SG1-GFP マウス）から、マ
ウス SG1 細胞を分離し、SG1 細胞トランスクリプトームを解析することを試みた。しかし、SG1 細胞
は DNA, RNA, 蛋白質の分解が容易に起きてしまうことが明らかとなった。そこで、黄色ブドウ球菌
表皮剥脱性毒素（ET）を用いてマウス表皮 SG1/SG2 細胞シートを作製し、トランスクリプトーム解
析を行い、マウス表皮基底層細胞と比較解析を開始した。
４）角層 pH 動態の可視化
角層 pH イメージングのために開発したトランスジェニックマウス(VenusH148G-mCherry マウス)の麻
酔を安定的に行うため、イソフルレンの吸入麻酔による持続麻酔や、ソムノペンチルの腹腔注射麻
酔による麻酔維持方法を確立した。また、ヘアレスマウスへの戻し交配を終了させた。このことに
より、従来は耳の皮膚しかできなかった in vivo live imaging がほぼ全身の皮膚で安定的に可能に
なった。
５）角層形成における顆粒層 SG1 細胞死の分子機序の解明
理研 CDB より、核・ミトコンドリア・ゴルジ体を可視化できるマウス系統の導入を完了し、核・
ミトコンドリア・ゴルジ体等の消失の過程を、分離した SG1 細胞を用いてタイムラプスイメージン
グ観察する系を、確立した。露光時間や培養条件を調節することにより顆粒消失とオルガネラ消失
のタイミングの経時的解析ができるようになった。
６）アトピー性皮膚炎発症に関与する黄色ブドウ球菌因子の同定
フィラグリンKOマウスを用いてアトピー性皮膚炎由来株TF3378の皮膚固着時の網羅的遺伝子発現
解析を行うための予備検討を行い、実験条件で細菌を固着させたマウス皮膚から十分なtotal RNAを
回収できることを確認した。
７）黄色ブドウ球菌可視化株の作製
blaZ promoter に sod (superoxide dismutase gene) の RBS を 融 合 し た fluorescent protein
expression vectorを開発し、蛍光タンパク質（GFPsa, EGFP, mEmerald, Citrine, Cerulean and BFP）
を臨床分離株で発現させることに成功した（Sci Reports in press）
。
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英文

1) Establishment of human skin microbe bank
We collected skin microbes from patients with various skin inflammation and healthy controls
and started to build a skin microbe bank with 16S rRNA gene sequencing analysis data and
skin symptoms.
2) Immune response in dermatitis-model mice in gnotobiotic state
Germ free Tmem79 KO mice were generated. Germ free Tmem79 KO mice did not show any
symptom of dermatitis, which was induced in SPF condition. While various immune cells were
activated in skin and lymph node of Tmem79 KO mice in SPF condition, no induction of immune
cells were observed in those in germ free condition. These findings indicate a role of skin
microbiota in the induction of skin inflammation in Tmem79 KO mice.
3) Identification and characterization of stratum corneum components
We isolated SG1 cells from transgenic mice expressing GFP protein in SG1 cell layer (outermost
layer of stratum granulosum) of epidermis. However, isolated SG1 cells were very fragile and
their DNA/RNA/proteins were easily degraded during isolation procedure. Instead, we prepared
mouse SG1/SG2 cell sheet by intradermal injection of exofoliative toxin A (ET-A). We started to
perform DNA microarray and RNAseq analysis of RNA prepared from mouse SG1/SG2 cell sheet
or mouse epidermal sheet that contain the entire layer of epidermis.
4) in vivo imaging analyses of startum corneum pH
We have recently generated SC-pH imaging transgenic mice line (VenusH148G-mCherry mice). To
stably anesthetize this mouse line for live-imaging, we optimized the method of inhalation
anesthesia by isofrurane or intraperitoneal injection anesthesia by somnopentyl. We also
finished backcross of VenusH148G-mCherry mice with hairless mouse background (Hos:HR-1).
This hairless mouse line enabled us to examine SC-pH of the various body sites.
5) Molecular mechanism of cell death in stratum granulosum cells (SG1 cells) during
cornification
We have optimized and established in vitro imaging system to observe the degradation of
nucleus, mitochondria and golgi apparatus of isolated mouse SG1 cells by using fluorescent
protein-expressing mice.
6) Identification of S. aureus factor(s) involved in triggering atopic dermatitis
TF3378 is an isolate from atopic dermatitis and it preferentially adheres to back skin of
Filaggrin KO mouse. To analyze systemic gene expression of TF3378 adhering to Filaggrin KO
mouse, we succeeded in isolating enough total RNA from the bacteria recovered from the back
skin.
7) Visualization of S. aureus clinical isolates
We developed a plasmid carrying blaZ promoter fooked with sod gene (superoxide dismutase
gene) RBS. By using this plasmid, we succeeded in expressing a variety of fluorescent proteins
(GFPsa, EGFP, mEmerald, Citrine, Cerulean and BFP) in clinical isolates (Sci Reports in press).
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