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研究成果の概要（和文）：βカテニンは血管形成に必須の分子であり、その欠損型マウスでは、血管形成不全により胎
生致死である。しかしながら、いつどこでβカテニンが活性化しているかは不明である。この問題を明らかにするため
に、我々はβカテニンが活性化した血管細胞において、緑色蛍光タンパク質（GFP）が発現する系を用いて、魚類の血
管新生時に、いつどこで活性化しているのか明らかにした。
上記の系を用いて①なぜ活性化するのか②なぜ活性化する事が血管形成に重要なのかを明らかにした。①に対しては、
BMP依存的にAGGF1が発現する事が関与していることが明らかとなった。②に対しては、血管細胞の分化・生存に関与し
ていることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Angiogenesis is an essential event for animal development. Beta‑catenin is a
well‑known molecule for regulating angiogenesis. Lack of beta‑catenin in blood vessel cells cause
vascular abnormality and poor development in mouse. However when and where beta‑catenin is activated is
not well known. To understand and visualize beta‑catenin activity, we generated transgenic zebrafish
which represents beta‑catenin transcriptional activity in living fish.
By using the fish, we identified that beta‑catenin activated cells during caudal vein plexuses formation.
Furthermore, the activity of beta‑catenin is positively regulated by Bone Morphogenetic Protein (BMP)
dependent AnGiogenic factor with G patch and FHA domains 1 (AGGF1) expression. The activation of
beta‑catenin in CVP is dispensable for cell survival and cell differentiation.
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