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II. 成果の概要（総括研究報告）

細胞種特異的プロモーターを組み込んだウイルスベクターは、時期、細胞腫特異的に外来遺
伝子を効率的に発現できるツールとしてげっ歯類を用いた研究で急速に広まっている。ウイ
ルスベクターに搭載できる遺伝子の長さには制限があるため、プロモーターは短くコンパク
トで、かつ活性が高い必用がある。本研究では、マーモセット中枢神経系に最適化した細胞
種特異的遺伝子発現手法の開発を行うことを目的とした。その結果、アストロサイト特異的
プロモーター、ニューロン特異的プロモーターなど 5 種類の細胞種特異的プロモーターの開
発に成功した。今回開発したプロモーターをウイルスベクターと組み合わせることで、マー
モセット中枢神経系の特定の細胞群に限局した遺伝子操作が可能になるため、マーモセット
研究の進展に大きく寄与すると考えられる。
Viral vectors carrying cell type-specific promoters allow us to express transgenes
specifically in certain cell types in a temporally regulated manner. Compact cell
type-specific promoters with robust promoter activity are indispensable for viral
vector-mediated transgene expression. In the present project, we aimed to develop
various cell type-specific promoters optimized to the marmoset brain. As a
consequence, we succeeded to develop 5 cell type-specific promoters including
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astrocyte-specific and neuron-specific ones. Combination of the promoters we
developed here with viral vectors enables to regulate gene expressions as well as
to edit genes in specific cell populations. Thus, our results should contribute
significantly to the progress of research using marmosets.
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