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研究成果の概要（和文）：本研究では、新奇の革新的RNA編集テクノロジーであるCRISPR/FnCas9システムを用い
たウイルスゲノムの不活化戦略による、鳥インフルエンザ制御法の確立を目指した。この目的のため、本システ
ムに必須なrgRNAとFnCas9をそれぞれ発現するインフルエンザウイルスベクターの構築を試みたが、挿入配列の
部分欠失が見られ期待するウイルスベクターは得られなかった。挿入配列によるベクターウイルスのゲノムパッ
ケージング阻害が原因だと考えられる。

研究成果の概要（英文）：In this study, we used a new RNA editing technology, CRISPR/FnCas9 system,
for prevention of avian influenza virus infection, whose genome RNA would be inactivated. To this
end, we constructed several influenza virus vectors, each of which expresses either rgRNA or FnCas9,
by reverse genetics. However, we were not able to generate such vectors having proper inserted
sequences, which could be utilized for this system.

研究分野： 獣医ウイルス学
キーワード： ウイルス
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