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研究成果の概要（和文）：RNA干渉法によって血液‑内耳関門の構成蛋白質の転写を抑制し、マウスの血液‑内耳関門バ
リア機構を調整する。血液‑内耳関門バリア機構を調整したマウスに対し、経静脈的に薬剤を全身投与し、内耳に薬剤
が到達していることを証明する。巨大音響外傷を与え音響外傷モデル作成し、血液‑内耳関門の主要蛋白であるclaudin
‑5転写の抑制RNA干渉剤を経静脈的に投与する。その後、内耳障害細胞再生を目的に神経保護剤として脳由来神経栄養
因子(BDNF)を経静脈的に投与する。そしてコントロールマウスとを形態学的、電気生理学的比較を行った。

研究成果の概要（英文）：By RNA interference method, it is possible to suppress the transcription of
protein structure of the blood‑inner ear barrier, and to adjust the blood‑inner ear barrier barrier
mechanism. For the mouse to adjust the blood‑inner ear barrier barrier mechanism, intravenous drug to the
systemic administration, we want to prove that the drug has reached the inner ear. It is acoustic trauma
modeling gives a huge acoustic trauma, and is administered inhibit RNA interference agent through the
intravenous of which is the main protein claudin‑5 transcription of the blood‑inner ear barrier. Then,
intravenously to be administered through the brain‑derived neurotrophic factor (BDNF) as a
neuroprotective agent for the purpose of inner ear disorder cell regeneration. And a control mouse
morphological, we went electrophysiological comparison.
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