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研究成果の概要：プロモーター上にがんの浸潤・転移に関与する転写因子 NFκB の結合部位を
有するプロモーターマイクロアレイを作成し、卵巣癌の薬剤耐性化遺伝子の解析を行った。ヒ
ト卵巣癌細胞株および卵巣癌各症例において、IAP ファミリーの数種の遺伝子の関与が明らか
となった。
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