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研究成果の概要（和文）
：
Triobp の各アイソフォームに対するノックアウトマウスを作成している。
Triobp-4/5 をノッ
クアウト(KO)すると不動毛の根が形成されなくなる事、Triobp-1/5 KO マウスは、胎生約 10 日
前後で致死であることが分かった。これらは２種のアイソフォームが同時に欠損するモデルで
あるが、各アイソフォームを単独で特異的に欠損するモデルも作成中である。また、Triobp ア
イソフォームやヒト遺伝難聴の変異をミミックした Triobp 断片を発現するアデノウイルスベ
クターを作製した。各アイソフォームやドメインの機能を詳細に解析するために、様々な
Triobp 断片のプラスミドを培養細胞に導入して局在を検討している。
研究成果の概要（英文）
：

Knock out mice (KO mice) of Triobp isoforms are generated. It turned out that
Triobp-4/5 KO stereocilia lack rootlet, and Triobp-1/5 KO mice are embryonic lethal.
Both of these two models are deficient in two isoforms respectively, but single isoform
specific KO mice are now generating. Adenovirus vector to express Triobp isoforms
were also generated. Plasmids to express Triobp fragments were transfected into
cultured cell to examine domain structure of Triobp.
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