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概要
DNA の塩基配列情報は生物学の基盤であり、高速かつ低コストに DNA の生体情報を
解析する技術は、生物学のみならず医学や食品分野など多くの分野への貢献が期待
できる。DNA の生体情報を解析する手法として、ナノメートルサイズの細孔に DNA 分
子が通過する際に、伸長した DNA 分子の塩基配列の電気信号を計測する解析法の
開発が進められている。電気信号を用いた DNA 分子の解析による早期がん診断技術
開発の実現において、塩基配列上のがん特異的な配列の電気信号を計測する技術、
並びに DNA 分子を細孔へと導入する分子挙動制御技術は重要な課題である。そこで
本研究では、そのナノワイヤ・ナノピラー構造体による DNA の 1 分子の挙動制御技術
にがん特異的な塩基配列を電気計測する技術を組み合わせ、DNA 塩基配列の電気
計測による早期がん診断技術の開発を試みた。DNA 分子の塩基配列上のがん特異
的な配列は、これまでの研究成果より、後天的なゲノム変化であるエピジェネティクス
の一種である DNA のメチル化とその部位が密接な関係を持っていることがわかってい
る。そこで DNA のメチル化部位に特異的に結合するナノ粒子を用いて、DNA 塩基配
列上のメチル化部位の詳細な解析を行った。
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