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概要
生命科学における包括的・網羅的な研究手法の１つであり、ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質以外の生
体内のあらゆる代謝産物を対象とす

2017年6月30日 . 健康とモノづくりへの腸内細菌活用の最前線 . メタゲノムやメタボロームなどの解
析技術の発展とともに腸内細菌の研究開発は近年ますます盛んになってきた。 .. 本シンポジウムで
は、このような相互作用におけるシグナル伝達因子と細胞応答メカニズムに特に着目し、そのバイオ
テクノロジーへの応用の方策を探ることで、.
メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 - 田口良 - 本の購入は楽天ブック
スで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想

も満載。
お気に入りリストに追加. メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線. 田口良／
編集 （本・コミック）. 販売価格： 5,238円 （税込5,657円）. 52 ポイント. 5つ星のうち 0 （0件）. セブ
ンネットショッピング. お気に入りリストに追加. ｉＰＳ細胞を用いた難病研究 臨床病態解明と創薬に
向けた研究の最新知見. 中畑龍俊／編集 （本・コミック）.
創薬プロセスの加速を目指した計算による薬の候補化合物選別技術（バーチャルスクリーニング;
VS）の研究が進んでいる．標的タンパク質の構造情報を活用 .. 生命情報学（バイオインフォマティ
クス）分野では遺伝子オントロジーを用いたエンリッチメント解析がよく行われるが、その解釈が難しい
のはそのためである。本講演では、生体分子のうち低.
第17回日本抗加齢医学会総会 会期：2017年6月2日(金）－4日(日） 会場：東京国際フォーラ
ム 会長：齋藤 英胤（慶應義塾大学大学院薬学研究科 薬物治療学教授） . このような変更を
加え、第17回総会は、基礎分野：臨床分野＝3：７の割合でプログラムを構築しました。診療科を
越えて、 .. 遺伝子改変技術を利用したがん免疫療法の最前線.
2016年11月30日 . 次回は、例年よりも 3 週間ほど早い開催となりますが、10 月 3 日（火）から 10
月 5 日（木）まで同じくタワーホール. 船堀にて「データ駆動型研究が拓く創薬」というテーマで開催
されます。今大会でも人工知能とその創薬への応用は、い. くつかのセッションやパネルディスカッショ
ンでも話題になりました。次回の大会では、具体的な.
本プロジェクトでは、最新のプロテオーム解析技術と分子生物学・細胞生物学的手法を駆使して、
バイオマーカー候補タンパク質の探索とその機能解析を行い、臨床に応用できる真のバイオマーカー
を発見することを目的としています。
生命のビッグデータ利用の最前線 . 最新の解析技術、ビッグデータのデータベース化、創薬・医療・
食品・環境分野などへの応用展開をまとめた一冊! . 監修者が主宰する京都バイオ計測センター
(http://www.astem.or.jp/kist-bic/)では、その動向を整理して、産学官の研究者に提示し、活用を
始めていくためのシンポジウムとして、2013年7月29日.
2016年6月3日 . 第 43 回 BMS（Biological Mass Spectrometry）研究会のご案内 □□□. □□□
「生命科学を牽引する質量分析の最前線 ～医薬・医療への応用に向って～」 □□□. 日本プロテ
オーム学会会員の皆様. 日本質量分析学会の小川覚之 . 創薬におけるバイオマーカーの役割」.
【質量分析基礎講座】. 阿久津 弘明（旭川医科大学）.
治療薬探索研究部. （１）構成員. 部長 柳澤勝彦（平成 26 年 12 月退任）. 河合昭好（平成
27 年 1 月着任）. 室長. リード分子探索研究室 滝川 修. （併任）. 医薬化合物開発室 . 薬が開
始されている。 タウ凝集体を標的する創薬にはタ. ウ凝集体の蓄積量を評価するＰＥＴ. プローブが
有用であり、当研究室は平. 成 23 年度からその開発を進めて来た.
本セッションでは質量分析技術の臨床応用の現状（成功例）を紹介するとともにその社会実装に
向けての問題点・課題を共有したいと考える。 . セッション番号: 1D-O1; □ セッション名: メタボロミク
スにおける質量分析インフォマティクス・データベース研究の最前線; □ オーガナイザー: 津川裕司（理
研CSRS）／山本博之（ヒューマンメタボローム.
臨床応用例. では，久原らが経中心静脈栄養（TPN）下における葉. 酸拮抗剤投与がん患者の
代謝応答についての報告48)が. あり，個別化医療へのメタボローム解析の有用 ... を支えている。
先駆的な研究であ. りながら，古い文献で裏付けを取る温故知新ともいえる. 研究分野である。社
会が抱える様々な課題や問題に対し. て，創薬1)8)69)70)，.
メタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 遺伝子医学mook. 欲しいものリスト
に入れる. 本体価格 5,238円. 税込価格 5,657円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購
入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトで
ご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱い.
メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 . 解析への応用. 1）, 肥満・代謝異
常マウスのメタボローム解析：SNARKノックアウトマウスの生理機能解析 （土原一哉・江角浩安） .
しかも，寄生虫はその宿主体内と自由生活性からなるライフサイクルにおいて，代謝系をダイナミック
に変動させ，大きく異なる生息環境に適応している。

専門書 雑誌『実験医学 増刊』 買取 13点 6600円 群馬県 高崎市の買取事例をご紹介していま
す。藍青堂書林では医学書から楽譜や童謡まで様々なものをお取り扱いさせていただいており、点
数と買い取り価格も提示しておりますのでぜひご確認ください。
2011年7月12日 . がん治療の最前線：粒子線治療: 菱川 良夫（メディポリス医学研究財団 がん
粒子線治療研究センター，兵庫県立粒子線医療センター）; 3. .. オミクス技術の創薬への活用 －
現状と今後への期待－: ○矢本 敬1)，藤本 和則1)，清澤 直樹1)，三分一所 厚司1)，眞鍋
淳2)（1)第一三共株式会社 安全性研究所，2)第一三共株式会社）.
糖鎖解析による疾患バイオマーカー探索の最前線. 成 松 久. （（独）産業技術総合研究所 糖鎖
創薬技術研究センター）. 13：40. 2．メタボローム解析による腫瘍マーカー探索. 曽 我 朋 義. （慶
應義塾大学先端生命科学研究所）. Ⅱ．リキッド・バイオプシー. （座長） 西 尾 和 人（近畿大学
医学部 ゲノム生物学）. 14：05. 3．リキッド・バイオプシーによるが.
三重大学大学院医学系研究科システムズ薬理学・ゼブラフィッシュ創薬科学.
2011年1月12日 . MKI三井情報では、2/18に『バイオサイエンスセミナー ～ITが拓く未来－オミクス
解析におけるインフォマティクスの活用～』を開催いたします。
2012年4月20日 . 技術分野 講師、演題. 2012年7月5日. "未来へのバイオ技術"勉強会「オー. ト
ファジー研究－基礎から疾患に挑. 戦する」. 医療、医薬 「オートファジーの分子機構、病態生理と
.. 生命科学研究の前線を支える「キラルアミノ酸メタボローム解析」」 ... 吉岡 充弘氏（宇宙創薬
協議会 代表研究者／北海道大学大学院医学研究科 教授）.
. な定量および定性分析法が少ないのが現状である。そこで本稿では,高分離液体クロマトグラフィ
質量分析計と多次元プロファイリングを組み合わせたトリグリセリド分子種の包括的メタボローム解
析法について紹介する。 □ 掲載誌：遺伝子医学ＭＯＯＫ １６ メタボロミクス：その解析技術と臨
床・創薬応用研究の最前線□ 作者名：池田和貴,田口良.
4 図書 メタボロミクス : その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線. 田口, 良. メディカルドゥ.
10 図書 報告書金沢箔の新分野への応用研究. 金沢美術工芸大学美術工芸研究所. 金沢美
術工芸大学美術工芸研究所. 5 図書 骨研究最前線 : 代謝・疾病のメカニズムから再生医療・
創薬・リハビリ機器・機能性食品開発まで. エヌ・ティー・エス. 11 図書.
遺伝子医学MOOK, ◇ 出版社 ◇ （株）メディカル ドゥ 〒550-0004 大阪市西区靭（うつぼ）本町
1-6-6 大阪華東(かとう)ビル5F TEL 06-6441-2231. FAX 06-6441-3227. URL
http://www.medicaldo.co.jp/ e-mail home@medicaldo.co.jp. メタボロミクス：その解析技術と臨
床・創薬応用研究の最前線. 編集 田口 良（東京大学大学院 医学系研究科.
実験医学増刊 Vol.30 No.2; in vivo実験医学によるヒト疾患解明の最前線; 生体イメージングと
モデル動物を用いた研究戦略と臨床応用; 御子柴克彦／編; 定価 5,400円＋税, . 実験医学増
刊 Vol.30 No.5; シグナル伝達研究最前線2012; 翻訳後修飾，解析技術，疾患との連関から創
薬応用まで; 井上純一郎，武川睦寛，徳永文稔，今井浩三／編.
遺伝子医学MOOK(16) メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 ―目次―
○序論：メタボロミクスの概念と戦略 -包括的プロファイルから差異や類似性を見出す- ○第1章 メタ
ボロミクスの基盤技術 1. メタボロミクスにおける分析手法（基礎編） 1）メタボロミクスにおける
LC/MSの特徴と有用性 2）メタボロミクスによる包括的解析の.
2013年10月31日 . GC/MSを用いるメタボロミクスの化学診断，個別化医療，化学物質毒性評価
への応用, 遺伝子医学MOOK16号 メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前
線（編者：田口良）. メディカルドゥ 2010年 ISBN:978-4-944157-46-4. Simultaneous diagnosis of

inborn errors of purine & pyrimidine metabolism-Mass.
2017年6月1日 . (3) 創薬研究における臓器保存液開発の重要性−保存時 .. 研究用ヒト組織.
に対する需要も今まで以上に高まり、HAB. 研究機構への依頼も大幅に増加していたの. である。
その波及効果か、薬物動態学会に. は多くの人が集まってきていた。サイエン .. シンポジウムⅠ「臨床
肝毒性の予測・評価法研究の最前線 - １」. 座長：中島.
2013年5月27日 . 17） 馬場健史，福崎英一郎；シングルセル解析最前線（監修：神原秀紀，松
永是，植田充美）（CMC出版）；第3章 細胞内生体分子群の実測定量解析；５．代謝物情報の

データマイニング，166頁-174頁（2010年3月）. 16） 馬場健史，金谷重彦，福崎英一郎； 遺伝子
医学MOOK16「メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究.
14 次世代創薬テクノロジー : 実践 : インシリコ創薬の最前線 / 竹田-志鷹真由子, 梅山秀明編
大阪 : メディカルドゥ , 2009.9. 20. 15 最新RNAと疾患研究 : 今、注目のリボソームから疾患・創薬
応用研究までRNAマシナリーに迫る / 中村義一編集 大阪 : メディカルドゥ , 2009.11. 21. 16 メタボ
ロミクス : その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線.
2017年12月8日 . 講演：熊谷 雄治（第 38 回日本臨床薬理学会学術総会 会長／北里大学病
院臨床試験センター). SL 特別講演 . ACTU1 「アジア研究倫理最前線 ―電子化・被験者保護
プログラム・バイオバンクをめぐって―」. 「Front line of ... 臨床応用を指向した人工知能技術を用い
た統合的ながん医療システムの開発. 浜本 隆二（国立がん.
増田豪: 真のプロテオミクスを目指した分析技術開発、 第5回レクチン利用技術研究会・ワーク
ショップ、2018年1月15日、東京 . こと、薬物送達学分野主催講演会 質量分析東北セミナー、
2017年8月25日、仙台; 大槻純男、増田豪、伊藤慎悟：創薬と診断を加速する定量プロテオミク
スの開発と応用、第30回バイオメディカル分析科学シンポジウム.
遺伝子医学MOOK 32号. 難病研究up-to-date －臨床病態解析と新たな診断・治療法開発を
めざして－. 編集：, 松原洋一 （国立成育医療研究センター研究所長 東北大学名誉教授）. 定
価：, 5,778円（本体 5,350円＋税）、B5判、288頁.
（26） 応用トキシコロジー：トキシコロジストに求められる新たなチャレンジ（27） 日本毒性病理学会
合同シンポジウム：環境中の微量元素の毒性学（28） 次世代研究者 ... を用いた創薬安全性評
価とその外挿性; 医薬品等の環境影響評価に関する現状と今後の課題; 日本中毒学会との合同
シンポジウム「 非臨床・臨床試験結果は，ヒト急性中毒を.
有田誠：: 脂肪酸代謝と炎症のメタボロミクス、メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研
究の最前線、遺伝子医学MOOK、16, 179-184 (2010). 有田誠：: n-3系多価不飽和脂肪酸の
抗炎症作用のメタボロミクス、食品と開発、45、21-23 (2010). 遠藤仁、有田誠：: 血小板内皮細
胞相互作用と脂質メディエーター、血栓と循環、18、135-139.
2014年1月24日 . 難治性がん幹細胞システムの解明と創薬応用. 4. 石井 秀始. 大阪大学 大学
院医学系研究科消化器がん先進化学療法開発学 教授. 図１ がん幹細胞の動力源を究明す
る. 特異的な代謝様式が鍵を握ると考えられます。 数理的解析. 目に見えない因果律を紐解く.
がん幹細胞. 「がん幹細胞」を捕捉する新技術. 世界トップの日本の.
本稿では,メタボロミクスを用いた活性化合物の作用機序解析の研究事例を概説するとともに,筆
者らが取り組むfocusedメタボロミクス技術とその応用について述べる。 ※本データはこの商品が発
売された時点の情報です。 書籍一覧 ＞ 遺伝子医学MOOK 16 メタボロミクス:その解析技術と臨
床・創薬応用研究の最前線. メタボロミクスの概念と戦略.
東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学, 東京大学医学部附属病院検査部 臨床
病理 61(suppl): 3 . 2 血栓・止血分子マーカーの最前線. 北島勲 富山大学 . 裕久3, 亀子文子4
1群馬パース大学保健科学部検査技術学科, 2栄研化学マーケティング推進室, 3青森県立中央
病院臨床検査部, 4信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻
17） 馬場健史，福崎英一郎；シングルセル解析最前線（監修：神原秀紀，松永是，植田充美）
（CMC出版）；第3章 細胞内生体分子群の実測定量解析；５．代謝物情報のデータマイニン
グ，166頁-174頁（2010年3月）. 16） 馬場健史，金谷重彦，福崎英一郎； 遺伝子医学
MOOK16「メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線（編集.
2017年11月17日 . . 平山 順、内田 好海、宮村 憲央、沢登 健治、仁科 博史：概日リズムによる
生理機能の制御機構；自律神経 47, 297-300 (2010); 中村 貴、早坂 孝宏、井上 菜穂子、仁
科 博史、瀬藤 光利：「メタボロームの分布可視化法について」メタボロミクス：その解析技術と臨
床・創薬応用研究の最前線、メディカルドゥ、遺伝子医学MOOK 16.
2015年6月9日 . 特に、生物活性をもつ天然物. 有機化合物の研究では、そのアウトプットがケミス
トリーでなくバ. イオロジーであることが強く求められています。創薬などは、もっ. ともわかりやすい例の
ひとつ . 天然物化学研究の最前線：生合成とケミカルバイオロジーの新展開 .. タゴニスト治療薬

シードの創出およびメタボローム解析を用いた天然.
2016年7月30日 . 次世代シークエンサーなどのゲノム解析技術の進歩とそのコスト低減により，多
数の治療標的分子の検出が可能となり，ドライバー遺伝子などの標的分子の包括的 . やメタボ
ロームなども加えた，いわゆるマルチオミックス解析技術も進歩しており，がん治療においては分子レ
ベルでの診断と治療が実臨床のすぐ近くまで来ている．
日本分析機器工業会と日本科学機器協会が主催するJASIS（Japan Analytical and Scientific
Instruments Show）は、研究、解析、環境、先端診断などの分野 . メインテーマは『ライフサイエン
ス市場をリードする分析と計測の新世界 ／ 健康と医療の接点を探る』; 本市場の最前線で活躍
する多くの先生方による大好評の基調講演（三日間で28.
酸性リン脂質を中心としたリン脂質の分析手法, メタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研
究の最前線(田口良編）, 遺伝子医学MOOK メディカルドゥ, 大阪, 2010. □ 主な学術論文 >> 全
件表示. Comparative analysis of biological sphingolipids with glycerophospholipids and

diacylglycerol by LC-MS/MS, Metabolites., 4:98-114, 2014.
我が国における学術研究課題の最前線. 平成28年度科学研究費助成事業・大型研究種目・
新規採択課題一覧. 特別推進研究. 新学術領域研究. （研究領域提案型） ... (6) 肝癌抑制タ
ンパク質ＡＩＭの活性化機構解明とそのＮＡＳＨ肝癌に対する臨床応用. （宮崎 徹：東京大学・ ..
の違いに由来する疾患の原因解明や創薬への寄与も期待される。
一般著書，シングルセル解析最前線（監修：神原秀紀，松永是，植田充美）；第3章 細胞内生
体分子群の実測定量解析；５．代謝物情報のデータマイニング，馬場健史，福崎英一郎，(株)
シーエムシー出版，2010年03月. 一般著書，「メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研
究の最前線（編集 田口良）」；第1章 メタボロミクスの基盤技術； ３．
研究は、分子生物学やメタボローム解析技術との融合により、. ますます . その次に. は精子連動
異常のため雄性不妊となるマウスが現れました。 脂質が肥満や皮膚や生殖に影響を及ぼすことは
知られてい. ましたが、我々が直面した表現型は、これまでに脂質メディ. 工ーター . 脂質代謝物を
標的とした新規創薬へのシーズを発掘してい. きたいと.
ナノバイオ技術と 最新創薬応用研究, 遺伝子医学MOOK19号 トランスポートソーム 生体膜輸
送機構の 全体像に迫る, 遺伝子医学MOOK18号 創薬研究への 分子イメージング応用, 遺伝
子医学MOOK17号 事例に学ぶ。実践、臨床応用研究の進め方. 遺伝子医学MOOK16号 メタ
ボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線, 遺伝子.
遺伝子医学ＭＯＯＫ １３ 患者までとどいている再生誘導治療 · 田畑泰彦（京都大学再生医科
学研究所生体材料学分野） · メディカルドゥ. 600円(税別) 6pt. 立読; カゴに追加. 遺伝子医学Ｍ
ＯＯＫ １６ メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 · 田口良（東京大学大
学院医学系研究科分子細胞生物学専攻メタボローム講座）.
大会長としてプロテオミクスの普及に貢献〜プロテオミクスを基盤とした生命科学研究の最前線と
医療への応用 . 多数の国際的な招待講演者ら、世界的第一人者の講演や研究発表が予定さ
れている他、疾患解析、創薬、バイオマーカー、エピゲノミクス、メタボロミクス、翻訳後修飾、最新
技術、ロボティクス、iPS、生物モデル、食品への応用、バイオ.
. ことにより病態に関与する因子を見出すこと,また異なるフェノタイプを示す野生型生物と遺伝子欠
損生物に対して解析を行い,そのプロファイルの差異からその生理的相違の原因となる主要因子を
検出することなどを戦略としている。 □ 掲載誌：遺伝子医学ＭＯＯＫ １６ メタボロミクス：その解析
技術と臨床・創薬応用研究の最前線□ 作者名：田口良.
遺伝子医学ＭＯＯＫ １６ メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線です。文
芸書から医学文献まであらゆるジャンルを取り扱う電子書籍の総合Webサイトです。一部の電子
書籍は「立ち読み」機能がありますので、どなたでも購入前にご覧いただくことができます。
メタボロームの分布可視化法について 遺伝子医学MOOK メタボロミクス：その解析技術と臨床・
創薬応用研究の最前線, メディカルドゥ、2010年 16号 p131-135. 38.瀧澤義徳、田中宏樹、早坂
孝宏、瀬藤光利. 質量分析イメージング法：質量顕微鏡法について 細胞工学別冊 明日を開く新
次元プロテオミクス、2009年 p51-60. 37.山口真一、古橋治、.

辻井 潤一（産総研 AI研究センター）; NMRデータの自動解析および蛋白質立体構造計算の現
状と創薬研究への応用の可能性池谷 鉄兵（首都大 院理工）; 機械学習を用いた .. NMR による
混合物プロファイリングの実際 根本 直（産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門）; NMR
を用いた多変量解析からみる食品成分のメタボロミクス 細谷.
和書、電子書籍、電子洋書、洋書、洋古書、雑誌、海外マガジン、DVD、CDを1000万件のデー
タベースから商品を探し購入できます。 1500円以上の購入で送料無料！
2014年1月29日 . (12) 久原とみ子．GC/MSを用いるメタボロミクスの化学診断，個別化医療，化
学物質毒性評価への応用．田口良（編），メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の
最前線．大阪：メディカルドゥ，2010,203–208． (13) 久原とみ子，須藤正克，芳野 信編集．坂元
正一，松本 勇監修．臨床化学診断学．東京：ソフトサイエンス.

Kage-Nakadai E., Kobuna H., Kimura M., Gengyo-Ando K., Inoue T., Arai H. and Mitani S.
PLoS One, 4, e8857 (2010). 「脂肪酸代謝と炎症のメタボロミクス」. 有田誠. メタボロミクス：その解
析技術と臨床・創薬応用研究の最前線, 遺伝子医学MOOK 16, 179-184 (2010). 2009.
Functional analysis of GS28, an intra-Golgi SNARE, in C.
Amazonで田口 良のメタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 (遺伝子医学
MOOK 16号)。アマゾンならポイント還元本が多数。田口 良作品ほか、お急ぎ便対象商品は当
日お届けも可能。またメタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 (遺伝子医学
MOOK 16号)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
遺伝子改変マウスを用いた消化管味覚生理研究の最前線. 九州大医病態制御内科 野村 政
壽. 14:30 ～ 14:55. S10-2. 消化管脂肪酸センサーの創薬展開. 京大院薬 平澤 明. 14:55 ～
15:15. S10-3. グルタミン酸の消化管粘膜保護薬としての可能性. 京都薬大 天ヶ瀬 紀久子.
15:15 ～ 15:35. S10-4. 味覚唾液反射を応用した新たな口腔乾燥治療.
特集糖尿病とその合併症の成因-最新の知見- . 要 旨 近年の分析技術の発達により，従来の１
分子の測定から，数百から数千というオーダーの代謝物の一斉解析が可能となり，メタボロミクスと
いう分野が急速に発展 .. 胎内環境と２型糖尿病発症の関係が明らかになれば，将来において診
断や治療といった臨床応用に繋がることも期待される．
2018年1月15日 . 標的遺伝子を自在に改変するゲノム編集技術は、2012 年 CRISPR-Cas9 の
開発によって全. てのライフ .. デミア創薬研究の事例を紹介し、創薬のオープンイノベーションハブと
しての機能を果たす. べきアカデミアの今後 .. れを『免疫ステルス性』と呼び、その実態の解明に向
け、解剖学、メタボロミクス、構造生物. 学、数理生物.
社名にあるメタボロームとは、代謝物質の意味で、これまで、世界最先端のメタボローム解析技術
を開発、特許を取得しました。多くの代謝成分を高い精度で、簡便に、短時間で分析することが出
来るという画期的なもので、医薬・創薬分野などで遺伝子やたんぱく質の機能解明といった基礎研
究の時間短縮と効率化に大きく貢献しています。そして、.
メタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線(遺伝子医学MOOK〈16〉) [単行
本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご
購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施
中。
2型糖尿病における膵β細胞死またはNLRP3インフラマソーム活性化を抑制しうる化合物シーズ を
用いた創薬開発. 13:00-13:30. 【medU-net】 東海大学 .. 臨床がん次世代個別化医療システム
開発. 産業技術総合研究所 (AIST). 11:30-11:45. 創薬基盤研究部門. 創薬標的の探索を目
指した糖鎖修飾膜タンパク質解析技術の開発. 11:45-12:00.
第88回日本薬理学会年会 会長：今泉 祐治 会場：名古屋国際会議場 会期：2015年3月18日
（水）〜20日（金） プログラムページ.
ネフロン前駆細胞から腎臓再生成功―臨床応用に向けた最終段階へ―. プレスリリース .. 薬剤
耐性（AMR）シンポジウム―AMEDにおける基礎から創薬までの研究開発最前線―」を開催しま
した. プレスリリース .. 医療分野研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）」
ページに、平成27年度の成果集を掲載しました. 平成29年9.

そして、これらは生命現象解明の基礎研究のみならず、その健康医療分野の研究と応用について
も大きな影響を与えるでしょう。 この３つの視点に . ゲノムワイド解析（網羅的解析）は、先端生命
計測技術の進歩とコンピュータ及び情報解析技術の進歩によって、今後の生命科学研究にとって
ますます重要さを増していくでしょう。 ２．生命システム.
メタボロミクス解析技術を提供し、網羅的酵素 / タンパク質の機能解析と情報統合を行う。酵素 /
タン. パク質の . ２）病態解明と創薬に向けた応用研究：酵素学の応用研究として病態解明 / 創
薬に向けた共同研究を展開す. る。 ３）遺伝子 ... 自己抗原の提示が重要な役割を担うため、そ
のメカニズムを理解することが自己免疫疾患. の病態解明に.
剤機能解析学分野准教授（先端創薬研究プロ. ジェクトのテニュア .. ショウジョウバエ. 遺伝学によ
り新たな生命原理を見いだし、その. 人為的制御法を確立することで、医学・薬学の. 発展にも貢
献できればと考えております。薬友. 会会員の皆様のご指導・ご鞭撻を何卒よろしく . の大規模解
析（プロテ. オミクス）を行うための技術開発と応用研究に.
本セミナーでは、代謝が深く関わる疾患や、癌の基礎医学から臨床医学への応用研究を牽引され
ている先生方をお招きして、最新の研究成果、実践例をご紹介します。セミナー終了 . メタボロミク
スの活用とニーズの最前線 ヒューマン・ . 日本初のメタボロミクス企業として創業以来10年間、これ
までHMTは数多くのパートナーと提携し、診断・創薬バ
田口良, 中西広樹 (2010) 微量脂質成分測定のための質量分析技術の現状. 実験医学増刊
分子から個体へ深化する脂質生物学. 20-27. 中西広樹, 田口良 (2010) 質量分析計を用いた脂
質の組織局在解析. メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線. 136-140. 中
西広樹, 田口良 (2010) 酸化ストレスマーカーとしての酸化リン.
トップ＞メタボロミクス その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線. メタボロミクス その解析技術
と臨床・創薬応用研究の最前線. [書誌情報]. 責任表示: 田口良 編; 出版者: メディカルドゥ; 出
版年月日: 2010.2; 請求記号: RA71-J90; 書誌ID: 000010705762. [書誌情報 続き]. 出版地: 大
阪; 資料形態: 244p 26cm 5238円; シリーズ名: 遺伝子.
篠阿弥宇, 近山英輔, 菊地淳, "リグノセルロースNMR解析技術の世界動向と将来展望", ケミカ
ルエンジニヤリング 56, 608-613(2011) 4. 黒田裕, 近山英輔, 横山 . 著書. 1. 近山英輔, 赤木謙
一, 菊地淳, "NMRメタボロミクス解析ソフトウエア", 遺伝子医学MOOK16 メタボロミクス：その解析
技術と臨床・創薬応用研究の最前線, メディカルドゥ(2010).
遺伝子医学MOOK16「メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線（メディカル
ドゥ），60-66 (2010). 馬場健史（分担執筆），超臨界流体クロマトグラフィー／質量分析による脂
質プロファイリング．メタボロミクスの先端技術と応用（シーエムシー出版），43-51 (2008). 福崎英一
郎，馬場健史（分担執筆），メタボロミクスの可能性と技術的.
水素社会を支える材料技術; 蓄電池 －これまでとこれから－; 光材料化学の最前線 －新ビジネ
スを切り拓く大学発の光材料革命－; キラル化学が左右する！－分子・材料・デバイスの最 .. 関
谷 毅 （大阪大学産業科学研究所・教授）; 11:10-11:40: 非晶質有機半導体薄膜の異方性とそ
の有機エレクトロニクスへの応用 横山大輔 （山形大学大学院.
大阪、東京. 質量分析フォーラム2017 ～最先端技術がもたらすオミックス・創薬開発の. 質量分析
.. Q Exactive HF-Xを使用した脂質同定および定量メソッドの開発およびその検証. Thermo
Scientific™ . 本ポスターではメタボローム解析の最新情報と、ASMS 2017で発表された最前線の
メタボロミクス研究について紹介します。 資料ダウンロード.
5 日前 . 4） 田口 良 編：メタボロミクス；その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線．大阪，メ
ディカルドゥ，2010 5） Ohashi Y, Hirayama A, Ishikawa T, et al：Depiction of metabolome
changes in histidinestarved Escherichia coli by CE-TOFMS. Mol Biosyst 4：135-147, 2008 6）
Ishii N, Nakahigashi K, Baba T, et al：Multiple.
機能解析、6) ポストゲノム研究と解析技術の関わり、7) ゲノム. 学、ポストゲノム学と創薬の関わ
り。 遺伝子創薬学演習. （概要）特論の内容をより深く理解することを目的と .. 超微量分析. と簡
易型測定法によるモニタリングへの応用。ダイオキシン類の生. 体影響機構。 臨床薬物動態学特
論. 生理活性物質、薬物の体内、細胞内での動態及びその.

馬場健史，福崎英一郎, シングルセル解析の最前線, (代謝物情報のデータマイニング), シーエム
シー出版, 2010.03. 19. 馬場健史，金谷重彦，福崎英一郎, 遺伝子医学MOOK16「メタボロミク
ス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線」, (第1章 メタボロミクスの基盤技術； ３．イン
フォマティクス； ２）ガスクロマトグラフィー/質量分析（GC/MS）.
2013年6月5日 . メタボローム研究の疾患への応用を目指して」. LF 技術講習会. 15. ○がんペプチ
ドワクチンに関する. 基調講演及びビジネスセミナー. ○健康科学推進フォーラム. ○『専門実務者セ
ミナー』開催. ◇出前授業レポート『富校みらい講座』. 研究実用化支援. ５６. 生命科学のフロン
ティアその. “解体新書”Report. 理化学研究所 発生・再生.
大野 博司（理化学研究所） 「エピジェネティクス解析のための新規ツール－新規メチル化依存性
DNA切断酵素および5-hmC/5-mC解析ツールのご紹介－ 坂井 章浩（ニュー・イングランド・バイオ
ラボ・ジャパン㈱） 「正常大腸上皮幹細胞の単離・培養技術の開発とその応用」 中村 哲也（東
京医科歯科大） 「NKT Cell-Dependent Amelioration of a.
鹿島研究所・先端技術研究部を、先端技術研究センターとして独立させました。本センターでは、
各種オミクス技術の統合、モデル細胞を用いた薬効・毒性評価等のR&Dを積極的に取進め、新
規試験法の早期技術確立を図っていきます。創薬・非臨床分野では細胞実験の実施、各種パラ
メータ、網羅的遺伝子、たんぱく質の解析と評価を、臨床開発.
メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 - 田口良／編集 - 本の購入はオン
ライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽
なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
2017年度生命科学系学会合同年次大会 | 会期：2017年12月6日（水）〜9日（土）| 第40回日
本分子生物学会年会 年会長：篠原 彰（大阪大学蛋白質研究所）第90回日本生化学会大会
会頭：大野 茂男（横浜市立大学医学部） | 会場：神戸ポートアイランド、神戸ポートピアホテル、
神戸国際会議場、神戸国際展示場、神戸商工会議所 |
目次 : 第１章 メタボロミクスの基盤技術（メタボロミクスに… Pontaポイント使えます！ | メタボロミク
ス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 遺伝子医学MOOK | 田口良 | 発売国:日本 |
書籍 | 9784944157464 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
2017年11月26日 . Yuichi Aoki, Takeshi Obayashi and Kengo Kinoshita; 平成27年度科学技
術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞 「遺伝子発現量データに基づく遺伝子機能の網羅
的予測法の研究」 大林武; 2014年度船井学術賞 「遺伝子発現量データに基づく遺伝子機能予
測手法の開発と大規模実装」 大林武; 2014年度日本植物生理.
本セッションでは、近未来の外科治療を見据えた再生医療について、先鋭的な基礎研究、トランス
レーショナルな応用研究、臨床研究など最前線の成果を提示して . 肝切除の技術向上、腹腔鏡
下大腸癌手術の流布、大腸癌に対する化学療法の進歩などにより、多発肝転移をともなう大腸
癌に対する手術戦略は、その適応を含め大きく変化し、その.
メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 １６. 糖鎖のはなし. 基礎ケミカルバ
イオロジー. アミロイドーシス診療のすべて. いきなりはじめる構造生物学. 結晶解析ハンドブック. 無
機化学. 現場で役立つ化学分析の基礎. 有機構造解析. 有機質量分析. 電気泳動分析. イオ
ンクロマトグラフィー. ＮＭＲ. 原子吸光分析. ＩＣＰ発光分析・ＩＣＰ.
2013年10月21日 . とその特徴，またそれぞれの手法によって明らかにされた最新の知見を紹介す
る． 参考文献. 1) Sassa T, Ohno Y, et al. (2013) Mol. Cell Biol., 33, 2787-2796. 2) Morita M.,
et al. (2013) Cell, 153, 112-125. 3) 田口良：メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究
の最前線（遺伝子. 医学 MOOK，株式会社メディカルドゥ.
遺伝子医学MOOK 16 メタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線, 田口良編,
メディカルドゥ, B5, 252頁, 5,500円. 池田 幸弘 IKEDA Yukihiro. この論文にアクセスする. CiNii
論文PDF オープンアクセス. この論文をさがす. CiNii Books. 著者. 池田 幸弘 IKEDA Yukihiro.
収録刊行物. ファルマシア [巻号一覧]. ファルマシア 46(7).
次世代シーケンサー革命」; 第52回「ＧＣ/ＭＳを活用した香気成分等の分析方法及び原理につい
て」; 第51回「第四回JSCTR-KRP Joint臨床研究セミナー」; 第50回「食品微生物 . 福岡の産業

を全国そしてアジアへ～」; ３７回 「ＩＣＰ－ＭＳを活用した食品分析及び産地判別技術の最前
線」; ３６回 「食物・農産物の機能性と販売促進に関する研修会」.
2016年12月2日 . 吉田 易範（国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)臨床研究・
治験基盤事業部長) . SL1 「臨床薬理学専門医教育の最前線：北米とヨーロッパ」 .. Failure
Mode and Effects Analysis を応用した慢性骨髄性白血病患者における服薬アドヒアランス. の影
響因子解析. 細矢 和久（佐賀大学医学部附属病院薬剤部). S4-5.
ワークショップ2 臨床応用にむけた基礎と臨床の最前線（大腸がん）; ワークショップ4 臨床応用にむ
けた基礎と臨床の最前線（乳がん）; ランチョンセミナー3 IBM Watson—がん研究への取り組み;
ワークショップ6 バイオマーカー; ワークショップ8 メタボローム; イブニングセミナー2 Synergy between

TGF beta and PD-1 blockade in a novel model.
メタボロミクス:その解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線 目次 編集:田口 良(東京大学大学
院医学系研究科メタボローム寄付講座 特任教授). 巻頭 Color Gravure. 4. ○序論:メタボロミク
スの概念と戦略-包括的プロファイルから差異や類似性を見出す-. 田口良. 25. 第1章. メタボロミク
スの基礎技術. 1. メタボロミクスにおける分析手法(基礎編). 1).
2016年6月29日 . Lung Toxicology－ /日米毒性学会の交流促進プログラム －肺毒性の最前線
－. Chair：John B. .. 臨床腎障害バイオマーカー L-FABPの非臨床安全性試験への応用. ○鈴木
慶幸 1, 小松 弘幸 1, 門田 利 .. 1株式会社ＬＳＩメディエンス創薬支援事業本部試験研究セン
ター , 2安全性研究部 , 3病理研究部 ,. 4分析代謝研究部 , 5.
学会誌「基礎老化研究」バックナンバー公開のお知らせ 現在、1977年以降の発行分について全
文、1977年第1巻～2016年第40巻3号の「基礎老化研究」 ならびに . 総説 シグマ-1 受容体研究
の最前線－神経変性疾患におけるシグマ-1 受容体の多彩な役割－ 中村 庸輝 .. 総説 細胞老
化研究の新展開－老化細胞は新たな創薬標的となるか－
2015年10月15日 . 本セミナーでは創薬研究、メタボロミクス研究、バイオマーカー探索のための質
量分析装置を用いたタンパク質の測定技術の最前線をご紹介します。 . iMPAQT法は多くの分野
の研究を革新的に進歩させると同時に、臨床検査への応用やバイオマーカー探索など、医学生物
学に長足の進歩をもたらすことが期待される。 16:20-17:.
製薬企業における創薬研究（仮）. 座 長：菊地哲朗（大塚 . 喜田 聡（東京農業大学 応用生物
科学部バイオサイエンス学科）. 演 者：井上 猛（東京 . fMRI研究の最前線. 座 長：高橋英彦
（京都大学大学院 医学研究科 脳病態生理学講座 精神医学教室） 橋本直樹（北海道大学
大学院 医学研究科 神経病態学講座 精神医学分野）. 演 者：岡田 剛（広島.
植物界には、構造的に多様な20万種以上の化合物が存在し、その生理活性のために古来薬とし
て利用されてきたものも多い。植物の作る化合物の多様性は、様々な植物種がそれぞれ特有の生
合成酵素遺伝子をもつことに起因する。・・・ □ 掲載誌：遺伝子医学ＭＯＯＫ １６ メタボロミクス：そ
の解析技術と臨床・創薬応用研究の最前線□ 作者名：.
実験医学増刊号：細胞を創る・生命システムを創る，羊土社，1細胞レベルの代謝解析から代謝
再構成へ（分担執筆），1056-1062（2011）. メタボロミクス：その解析技術と臨床・創薬応用研究の
最前線，メディカルドゥ，一細胞ダイレクトＭＳ法によるメタボロミクス（分担執筆）， 146-151（2010）.
薬学分析科学の最前線，じほう，Live Single-cell Mass.

. to identify genes involved in the side-chain elongation steps of aliphatic glucosinolate
biosynthesis. Amino Acids., 39:1067-1075. Abstract. 平井優美 (2010) オミクス統合解析による
フィトケミカル生合成遺伝子の解明. 遺伝子医学MOOK16号「メタボロミクス：その解析技術と臨
床・創薬応用研究の最前線」. 田口良 編集 pp. 234-239.

