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研究の概要
哺乳類の雌雄の違いは性染色体(X、Y)によるが、それ以外にゲノムの利用にも違いがあるので
はないか？本研究計画はゲノム全域に存在する組織特異的遺伝子領域の DNA メチル化解析を
行い、性差を示す領域が存在することを明らかにした。雌雄はゲノム配列が同じであっても、
性依存性にゲノムの利用を変えているらしい。雌雄のエピゲノムの存在が明らかになってきた。
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の性差：S-DMRs の性差は加齢と共に変化する
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傾向に見られた。したがって、週齢を加味した
個体解析が必要になってきた。

