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研究成果の概要（和文）：本研究では、歯および四肢発生時の形態形成におけるBMPシグナリングの役割につい
て検討を行った。歯および四肢発生時にプログラム細胞死が生じる部位にBMPリガンド、リン酸化SMADの発現が
亢進することが分かった。さらに、胎生期マウスから単離した歯および四肢をp53細胞死経路阻害薬と共に器官
培養し、分子レベルでの解析を行った結果、p53細胞死経路が歯および四肢発生時の形態形成に重要な役割を果
たしている可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：In this study, we investigated the BMP signaling function on tooth and limb
formation during their development. We found that BMP ligands and phospho‑SMADs were expressed in
the area where programed cell death occurs. Further, tooth and limb bud organ culture with p53
inhibitor revealed that p53 pathway plays important role in tooth and limb formation.
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１．研究開始当初の背景
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四肢および歯の発生において BMP シグナリ
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不明な点が多い。

ことが期待される。

歯の発生においても同様の現象が見られ
る。歯の発生過程において歯原性上皮組織の

３．研究の方法
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２．研究の目的
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