
新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症の発症・重症化には年齢，性別，基礎疾患，免疫，
細菌叢といった様々な因⼦の関与が報告されています．複雑で多様な感染症のダイナミクスを理解
し，適切な治療につなげるためには，様々なフェーズで得られる膨⼤なデータを読み解き，活⽤す
ることが必須となります．本企画では，感染症研究におけるデータ科学と異分野連携に焦点を当
て，感染症研究の最前線を紹介していただきます．（企画者より）

◆ 概論ー感染症研究が⾒せる医学研究の新たな形
川上英良（理化学研究所，千葉⼤学⼤学院医学研究院），岩⾒真吾（名古屋⼤学⼤学院理学研究科）

◆ ウイルスと宿主の相⽣関係
伊東潤平（東京⼤学医科学研究所）

◆ 病態の遺伝的要因（COVID HUMAN GENETIC EFFORT/COVID-19 Host Genetics
Initiative）

岡⽥随象（⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科）
◆ データから感染症の多様性とダイナミクスを読み解く

⽯川哲朗（理化学研究所）
◆ 感染動態定量評価と感染症疫学への展開

江島啓介（インディアナ⼤学公衆衛⽣⼤学院）
◆ 臨床試験の設計

岩波翔也（名古屋⼤学⼤学院理学研究科）
◆ 薬剤開発の迅速化

奥野恭史（京都⼤学⼤学院医学研究科）
◆ COVIREGI-JP

⼤曲貴夫（国⽴国際医療研究センター）

⽣命を科学する 明⽇の医療を切り拓く
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データ科学と異分野連携で拓く感染症研究
これからのサイエンスの形 （仮題）

◆ 新型コロナウイルス ◆ 感染症 ◆ バイオインフォマティクス ◆ ⼤規模データ
◆ 機械学習 ◆ 数理モデル ◆ ウイルス進化 ◆ 重症化因⼦ ◆ GWAS
◆ 感染動態 ◆ 疫学 ◆ 創薬 ◆ 臨床試験 ◆ レジストリ研究

関連キーワード・技術



連 載
いま知りたい!!
「undruggableを克服したRASシグナルとがん治療」

⾐斐寛倫（愛知県がんセンター研究所）

クローズアップ実験法
「マウス腸炎モデルへの腸オルガノイド移植法」

油井史郎（東京医科⻭科⼤学統合研究機構）

本号へのご出稿のポイント
● 新型コロナで⼤きく注⽬される感染症研究の最新成果をお届け

研究の迅速な進展をもたらしたデータサイエンスと異分野連携の視点から，ウイルスの病原性や患者病
態，創薬やデータ蓄積の取り組み等，研究のいまを紹介します

● 本号は700突破号（701号）として，記念記事の掲載を予定
医学・⽣命科学の歴史を振り返る記念ページを構想しています

● 関連学会
⽣命医薬情報学連合⼤会（IIBMP）（9/13〜，⼤阪），臨床免疫学会（10/13〜，東京）など
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ページ広告
掲載面 刷色 スペース
表紙4 4色 1P 330,000
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表紙3 4色 1P 220,000

表紙3対向 4色 1P 165,000
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前付
4色 1P 165,000

ブリード版 181,500
1色 1P 121,000

中付 
（記事中）

4色 1P 165,000
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後付 1色 1P 99,000
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掲載内容
人材募集（企業研究員など） 44,000
セミナー・研究会等の告知 22,000
共同研究・技術講習会の告知 22,000
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● 発行部数
● 発行日
● 発行形態
● 広告締切

● 広告仕様

● 記事広告

8,000部
2022年 7月 20日（水）発行予定
B5判，フルカラー，オフセット印刷
申込締切︓2022年 6月 6日（月）
原稿締切︓2022年 6月 13日（月）

原稿製作に際して
• Adobe社の製作ソフト（Illustrator等，ver.2021まで対応可）にてご製作の

うえ，EPSもしくはPDFにてご納品ください．また，使用したOS・ソフトの
バージョンをお知らせください

• テキストは完全アウトライン化し，カラー形式はCMYKにご設定ください（モ
ノクロの場合はk版のみで制作，もしくはグレースケール化）

• 写真や図版は元ファイル（リンクファイル）を同送もしくは埋込処理ください
• ブリード版（裁ち落とし）は広告4辺に塗り足し+3mmをご用意ください
• トンボ等を用いて仕上がりサイズをご指示ください
• “オーバープリント設定” にご注意ください（設定次第でテキストやオブジェ

クトに意図せぬ色の変化や消失が起こる可能性があります）
• 原稿修正をご要望の際，費用が発生する場合がございます

①貴社にて完成原稿をご用意いただく場合
広告上部（右上など）に『PR記事』の旨をご明記くださ
い．左記編集費（2P 88,000円）は発生いたしません．
②弊社で製作する場合
貴社でご用意いただく原稿をもとに製作します（掲載費
＋編集費を申し受けます）．詳細はお問い合わせください．

料金(税込)

料金(税込)

広告内容に関して
原則，下記の広告掲載を承っております．詳細はお問い合わせください
• 使用を研究用途にのみ限っている製品・サービス
• 診察・検査・診断・治療またはそれに類する，保険適用された製品・

サービス
・医療機器の場合，医療機器届出番号・製造承認番号の取得のみでは承りかねます

• 弊社が広告掲載をお受けした機関の告知など




