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研究成果の概要（和文）：オートファジーは、自己構成成分を分解するマシナリーであり、Atg5依存的オートファジー
と非依存的オートファジーが存在している。本研究ではこれらのオートファジーを可視化する技術を開発し、それを利
用してオートファジーの生理的役割の解明を行った。
その結果，両方のオートファジーを可視化できるマウスを２系統作製することに成功した。また、Atg5非依存的オー
トファジーを免疫組織染色にて同定できる方法の開発、オートファジーの全体量を評価できる蛍光化合物の開発を行っ
た。さらに、これらのツールを用いて，心臓の発生時、赤血球の分化時に新規オートファジーが強く活性化される事を
見出した。

研究成果の概要（英文）：Autophagy is a process that leads to the bulk degradation of subcellular
constituents through the creation of autophagosomes/ autolysosomes. There are two types of autophagy;
Atg5‑dependent type and independent type. Here we developed autophagy visualizing tools and analyzed
physiological roles of autophagy. We first developed two lines of transgenic mice in which autophagy can
be visualized. We also developed antibody that can detect Atg5‑independent type of autophagy, and
fluorescence compound that can measure total autophagy. Furthermore, using these tools, we found that
alternative autophagy is involved in the cardiac development and red blood cell differentiation.
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