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研究成果の概要（和文）： HA合成酵素 (Has)のマウス歯胚発育過程における遺伝子発現パターンを検索した。
Has2 mRNAは歯胚周囲の間葉組織, Has3 mRNAはエナメル器, HERS, Apical Bud等の上皮組織に特異的に発現が認
められた。したがってHas3が歯胚の発育や構造維持に関与している可能性が示された。
 Has3の機能を抑制するために, siRNAを器官培養系に添加し構造変化を検索したところ, 歯胚におけるHas3 
mRNAの発現は４割ほど減少したが、組織学的観察では大きな変化は認められなかった。よって、Has3の歯胚発育
に関する作用は他のHas分子などで代償される可能性が考えられた。 

研究成果の概要（英文）： At first, hyaluronan synthase (Has) mRNA expression  was investigated in 
developing mouse tooth germ.  As results, Has 2mRNA was detected in mesenchymal tissues around tooth
 germ. Has3 mRNA was expressed in epithelium including enamel organ, Hertwig's epithelial shoes 
(HERS), and apical buds of incisor tooth germ.These results indicated that Has 3 is mainly  involved
 in the formation or maintenance of crown and root of tooth germ.
 In order to knock down Has 3 function, siRNA was added to culture media in organ culture system. 
Compared to control groups, the expression of Has3 was 40% decreased in experimental groups, but no 
great morphological changes were identified by histological analyzes. Thus function of Has3 for 
tooth germ formation may be compensated by other molecules such as other types of Has families.

研究分野： anatomy
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