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研究成果の概要（和文）：遺伝性疾患の発症には，ゲノムの一次構造の変化を伴わないエピジェネティックなメ
カニズムもあることが知られている．本研究では，相同染色体の一方に疾患関連のゲノムバリアントを有する症
例において，ゲノムバリアントによる遺伝子発現の影響を１細胞単位でかつ相同染色体を区別して可視化するこ
とを可能とする，RNA‑FISH法を確立し新知見を得ることをめざした．
X染色体の一方に部分欠失を有する保因者女性細胞を用い，XIST遺伝子のRNAプローブ，欠失領域／欠失していな
い領域のX染色体のDNAプローブを組み合わせた３色RNA‑DNA連続FISH法により，異常Xと正常Xの不活化のパター
ンを解析し，有用性を確認した．

研究成果の概要（英文）：Genetic diseases are usually caused by mutation of each responsible gene,
but some genetic diseases are caused by epigenetic mechanism.
This research aimed at obtaining new knowledge of pathogenesis through single cell expression
analysis using RNA‑FISH method which allow distinguish the homologous chromosomes.
As one of the target diseases, we selected the structural X chromosome abnormalities in female. We
succeeded in 3‑color RNA‑DNA FISH method using RNA probe for XIST gene, DNA probes for the reference
region and for the target region mapped all on the X chromosome, which can detect X chromosome
inactivation pattern and normal/abnormal X chromosome simultaneously in each individual nucleus. And
the results of this study for the carrier females as the subjects confirmed the usefulness of this
procedure, since the X chromosome inactivation pattern were consistent with the result using the
another X chromosome inactivation analysis.

研究分野： 分子細胞遺伝学
キーワード： １細胞解析
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