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Collagen XVII (COL17) is one of the major components forming hemidesmosomes in basal keratinocytes, which
functions adhesion between the epidermis and the dermis. Loss of function of COL17 due to gene mutations coding
COL17A1 or autoimmunity to COL17 both read to blistering diseases including epidermolysis bullosa and bullous
pemphigoid. In addition, COL17 is known to play important roles for keeping stemness in keratinocytes. Therefore,
identification of genes regulating COL17 expression must be helpful for developing new therapies for blistering diseases
and elucidating regulation mechanisms of keratinocyte stemness. In this study, we tried to identify key genes upregulating
COL17 expression by CRISPR/Cas9-mediated genome-wide screening. First, as a positive control study, collagen VII
(COL7) promoter was introduced upstream of the destabilized GFP (dscGFP) gene in HaCaT immortalized keratinocytes.
This method was able to visualize COL7-related GFP expression in HaCaT keratinocytes. However, COL17 gene expression
was not high enough for performing FACS-sorting when COL17 promoter was introduced upstream of the dscGFP gene in
HaCaT keratinocytes. Therefore, we are analyzing HaCaT keratinocytes in which COL17 promoter was introduced upstream
of the hygromycin resistant gene.
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ション後 GFP 蛍光が増強した細胞群を FACS ソーティング
する。HygR を COL 17 プロモーター下に導入したコンス
トラクト導入細胞では、FACS ソーティングではなくヒグ
ロマイシンを培地へ添加し耐性株をセレクション可能であ
る。COL 17 プロモーター活性が上がった細胞群から抽出し
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3．結
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コントロールとして COL 7 レポーターコンストラクトを
レンチウイルスで導入した Cas 9 発現 HaCaT 細胞では、コ
ロニーの辺縁に dscGFP 発現が増強した細胞群が確認され
た（図 1、B）
。一方、COL 17 レポーターコンストラクトを
導入した Cas 9 発現 HaCaT 細胞では、予想に反し明瞭な
GFP 蛍光を発する細胞は認めなかった。作成した COL 17
レポーターコンストラクトを 293 細胞へ一過性にトランス
フェクションしたところ GFP 蛍光を確認したため、可視下
で確認可能な発現量ではない可能性を考えた。FACS ソー
ティングでの細胞分離が困難と判断し、抗生剤でのセレク
ションを考えた。そこで COL 17 プロモーター下に HygR
を発現する系を新たに作成し（図 2、A）lentiCas 9 -Blast 発
現 HaCaT 細胞へレンチウイルスで導入したところ、比較
的高濃度のヒグロマイシン下でも耐性となるクローンを複
Fig. 1 GFP 蛍光下で COL17 および COL7 プロモーター活性を
可視化するコンストラクト
（A）。COL7 プロモーター活性を可視
化した HaCaT 細胞。細胞辺縁で発現量が増加している
（B）
。

数認め薬剤でのセレクションが可能と判断した
（図 2、B）
。
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今回クローニングした COL 17 プロモーター領域は、
HaCaT 細胞では GFP 蛍光を目視できない程度の低レベル
た DNA をテンプレートに用い、導入された GeCKO v 2 の
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（Miseq）
でアンプリコンシーケンスを行う。シーケンスデー
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2）

タ（FASTQファイル）をMAGeCKFlute で解析し、COL17

薬剤耐性クローンの樹立に成功した。薬剤耐性遺伝子を用

あるいは COL7 発現増強に関与する遺伝子を同定する。

いるとセレクション濃度を最適化が容易なため、COL 17

Fig. 2 COL17 プロモーター下でヒグロマイシン耐性遺伝子（HygR）を発現するコン
ストラクト（A）。ヒグロマイシン耐性クローンを複数確認した
（No.6, 10, 12、B）
。
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プロモーター活性が上がった細胞群を FACS ソーティング

量を蛍光で確認できるため非常に有用と思われる。既に

より簡便に分離できることが期待できる。本研究期間内で

Cas 9 タンパクを発現しているため、標的となる遺伝子の
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験を継続したいと考えている。一方、COL 7 レポーターコ
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ンストラクトを導入した HaCaT 細胞ではコロニー辺縁の

化可能なほど十分ではなかったが、抗生物質耐性遺伝子を

細胞群で発現が増強していた（図１、B）
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発現することは可能であった。今後、ヒグロマイシン濃度

遺伝子発現が TGF-β で制御されるという過去の報告に矛
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盾せず 、培養下で COL 7 の発現量を間接的に可視化可能

定されることを期待している。

な画期的な実験系である。今後、細胞の遊走や創傷治癒に
おける COL 7 の機能解析など、様々な研究に応用されるこ
とが期待される。
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