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研究成果の概要（和文）：網膜の神経節細胞の障害を経時的に可視化して評価可能なシステムの研究開発は、緑内障な
どの重要な眼疾患の本体が視神経症であることから、創薬の効果の評価にとってもきわめて有用な系である。我々は、
蛍光色素(CFP)によってその網膜障害を経時的に数値化して評価できるCFP/Vavマウスを研究開発し解析した。その結果
、障害数の解析だけではなく障害パターンの解析も可能な評価系であることが示され、極めて有効であることを認めた
。網膜の神経節細胞に有効なことは脳神経にも応用可能であり、今後の発展性が見込まれる。

研究成果の概要（英文）：It seems critically useful to develop the visible system how the retinal ganglion 
cells (RGCs) suffer from its damages and proceed into neuropathy under relative high intraocular pressures
 in vivo, although serious ocular disease like glaucoma, exists itself in optic neuropathy. Therefore we g
enerate cyan fluorescein protein (CFP) expressed Vav2-deficient (CFP/Vav2) mice and Vav2, 3-deficient (CFP
/Vav2, 3) mice respectively that only RGCs express CFP in those mice. First, we examined and proved that C
FP/Vav2 mice system allows us to evaluate the RGCs damages quantitatively and paternally in vivo on the ti
me course. This innovation is promising because the results obtained from RGCs examination are available f
or the neural cells of the brain.
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