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【諸⾔】
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Species）とは、反応性の⾼い分⼦群の総称をいい、

を考慮し、本研究では、ミトコンドリア特異的に任

過酸化⽔素 (H2O2) やスーパーオキシド、⼀重項

意のタイミングで H2O2 を産⽣可能な系を構築し、
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去されるが、除去能を超えると酸化ストレスとな

トファジーに対する H2O2 の影響を評価した。
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⾚⾊酵⺟由来
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を利⽤した。この酵素は、D -アミノ酸を基質として

常性を維持するシグナルにおいてセカンドメッセ

H2O2 を産⽣する酵素である。この酵素をミトコン
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