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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
山中章弘

（名古屋大学環境医学研究所

教授）名古屋大学医学系研究科、創薬科学研究科のメン

バーとの共同研究により、経シナプス逆行性・順行性移行 Cre/Flp リコンビナーゼを発現するアデ
ノ随伴ウイルスベクターの開発を行った。得られたアデノ随伴ウイルスベクターをマウス、ラット
の脳に局所感染させ、特定神経回路の機能操作に成功した。さらに、移行効率を向上させるための
改良を行った。マーモセット飼育実験施設を名古屋大学に新設し、飼育を開始した。作製したアデ
ノ随伴ウイルスベクターを脳内局所感染させ、薬理遺伝学を用いて行動操作できることを示した。
英文
Akihiro Yamanaka (Professor, Research Institute of Environmental Medicine) Yamanaka and
colleagues in graduate school of medicine and pharmaceutical science at Nagoya University
developed new adeno-associated virus (AAV) vectors which express retrogradely and
anterogradely transsynaptic Cre/Flp recombinase. These AAV vectors were applied to mice and
rats to confirm function. AAV vectors were locally infected into the rat brain and succeeded in
manipulation of specific neural pathway to control behavior. AAV vectors were modified to
improve transsynaptic efficiency. Facility for Marmoset breeding and experiment was newly
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established in Nagoya University and stated breeding. Produced AAV vector was locally infected
into the brain and succeeded to control behavior using pharmacogenetics.
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