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研究成果の概要（和文）
：
DSPP 遺伝子と GAPDH 遺伝子に関し、ヒト配列のみ認識しマウス配列を認識しない
TaqMan プローブを設計した。ヒト iPS 細胞分化のため、様々な feeder 細胞を用いて DSPP
遺伝子の発現誘導を検討した。計 6 種の feeder 細胞を検討し、マウス胎児線維芽細胞が最も効
率良くヒト iPS 細胞の DSPP 発現を誘導した。分化誘導因子として、10 種以上の成長因子や
サイトカインを検討し、TGF-が最も効率良く DSPP 発現を誘導した。歯根の三次元構造解析
を DICOM データにより詳細に解析する評価系を確立した。
研究成果の概要（英文）
：

The human specific TaqMan probes for DSPP and GAPDH which were not
recognized by mouse sequences were designed. To test the appropriate feeder cells for
the differentiation of iPS cells to DSPP expressing cells, mouse embryonic fibroblasts
were found to be most potent. More than 10 growth factors and cytokines were tested
for the differentiation, and TGF- was the most effective molecule. An analyzing
system for the three-dimensional tooth root structure using DICOM data was also
established.
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