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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
① 波長 920nm のファイバーデリバリ型レーザーを追加導入し、GCaMP をこのレーザーで励起し
てイメージング可能であり、マウスおよびマーモセットの大脳皮質での細胞活動を計測することに成
功した。従って、本顕微鏡によって GCaMP と R-CaMP の２色カルシウムイメージングを可能とし
た。
② LCD モニタ上で視覚刺激、バーチャル空間を提示可能なシステムと、レバー動作に応じて空間内
の物体が移動する装置を開発した。マーモセットのトレーニングに使用し、仮想空間内の物体移動タ
スクを頭部固定下のマーモセットが実行可能である事を実証した。
③ １光子励起法による広域高速撮像法によって、4x2 mm での高速カルシウムイメージング法をマ
ウスにおいて確立した。マーモセットにおいても AAV が軸索から逆行的に導入可能であることを確認
し、導入した細胞の活動をイメージングすることができた。イメージングを用いた細胞活動随意操作
による仮想空間システム制御を完成した。
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英文
We introduced a fiber laser at a 920 nm wavelength to the microscopy developed in FY2015.
Using this laser, we confirmed that GCaMP can be excited fluorescent changes in
GCaMP-expressing neurons can be detected in mice and marmosets. We developed the system
with visual cue presentation and virtual space on a screen. With this system, the marmoset could
be trained to use a lever to move an object on the monitor. We developed a macro imaging method
to image neural activity in 4 x 2 mm area in the mouse brain with a high temporal resolution. We
showed that AAV is retrogradely transduced to the marmoset brain. We develop a method to
control an object on the screen based on the neural activity detected by imaging.
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