
「相分離・相転移」という概念がさまざまな生命現象や疾患に関わる可能性が示唆されたことで，
いま自身の研究に相分離の視点を取り入れる生命科学・医学研究者が激増しています．しかし相分
離を観察・解析する手法に関しては，トップジャーナルでも定量性に欠けるなどの指摘が取り上げ
られるなど，解析法に悩みを持つ研究者がかなり多い状況となっています．そこで本書では，相分
離現象の基礎知識とともに，現在進行形で開発されている相分離・相転移を捉える手法をご紹介い
ただくことで，これから相分離研究を開始する読者に，解析法選択の助けとなる1冊を目指しま
す．

本書へのご出稿のポイント
● 唯一無二のプロトコール

「相分離」は新たしい概念ゆえ，解析法を扱った書籍などのまとまった資料は他にありません

● 研究者増加中！

！

細胞生物学研究者のみならず，神経・免疫・がんなど疾患研究者も相分離の概念を取り入れた研究をす
る方が増えています

● 解析法開発者にしかわからない実験のコツ・ポイントを掲載
執筆者自身が試行錯誤して生み出したからこそ分かるTipsが詰まってます

生命を科学する　明日の医療を切り拓く
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相分離の解析プロトコール
「それ本当に相分離？」と言われないための戦略と最先端解析法

◆ 相転移 ◆ ハイドロゲル ◆ 液滴 ◆ 非膜オルガネラ ◆ RNA結合タンパク質
◆ 天然変性タンパク質 ◆ 生殖顆粒 ◆ パラスペックル ◆ カハール体
◆ 神経変性疾患 ◆ 分子間相互作用 ◆ タンパク質精製関連試薬 ◆ 蛍光試薬
◆ 蛍光顕微鏡 ◆ ラマン顕微鏡 ◆ 人工細胞 ◆ マイクロ流路

関連キーワード・技術
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下記の通り、「相分離の解析プロトコール（仮）」に広告掲載致します。

貴社名︓ TEL︓ FAX︓

所在地︓〒

担当者名︓ 所属︓ E-mail︓

掲載場所︓   ⾴／枚 掲載料⾦︓
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ページ広告

広告料⾦表
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株式会社 ⽺⼟社
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東京都千代⽥区神⽥⼩川町2-5-1

TEL: 03-5282-1211
FAX: 03-5282-1212
URL: www.yodosha.co.jp/

【広告総代理店】 
株式会社 エー・イー企画
〒101-0003 
東京都千代⽥区⼀ツ橋2-4-4 
⼀ツ橋別館4F
TEL: 03-3230-2744
FAX: 03-3230-2479
E-mail: adinfo@aeplan.co.jp

発行概要

※日程を延期する可能性がございます
※事前に掲載内容を確認させていただく場合がございます

1頁…………………天地220mm × 左右150mm
1頁ブリード版……天地257mm × 左右182mm
1/2頁………………天地105mm × 左右150mm

● 発行日
● 発行形態
● 広告締切

● 広告仕様

● 記事広告

2022年 7⽉ 発⾏予定
B5判，オフセット印刷
申込締切︓2022年  5月 20日（金）
原稿締切︓2022年  5月 27日（金）

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．

掲載面 刷色 スペース 掲載料金
表紙2 4⾊ 1P 275,000
表紙3 4⾊ 1P 220,000

後付
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
1⾊ 1P 121,000

1/2P 60,500
タイアップ広告
（記事広告）

4⾊ 2P 掲載費 330,000
編集費 88,000

※写真修正・図案・版下・製版等は実費をいただきます
※掲載頁をご指定の場合は10%増の費用を申し受けます
※中付（記事中）は1ヶ所につき1団体1頁のみ掲載可能です
※表⽰価格は10％税込の価格です
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序文                              加藤昌人（テキサス大学） 

 

 

レビュー編 相分離の基礎知識                
 

I．概論 

 

1. 相分離研究の現状と課題（細胞・個体レベル） 中川真一（北海道大学） 
 生命機能と相分離がどこまで関わりがあるのか？など、生物学的な話題を中心に 

 ハイドロゲルと液滴（相分離と相転移）についても 

 

Ⅱ．基礎知識 

 

2. アミノ酸・タンパク質                       白木賢太郎（筑波大学） 
 疎水性、溶解度、芳香族性などの指数（アミノ酸レベルの話） 

 分散状態と凝集と相分離（タンパク質レベルの話） 

 

3. LC ドメイン、天然変性タンパク質                                  加藤昌人（テキサス大学） 

 

4. RNA   廣瀬哲郎（大阪大学） 

 

 

プロトコール編 プロトコールと実験例             
 

Ⅰ．in vitro  

 

1. 精製 Atgタンパク質を用いた in vitro液滴形成と蛍光観察      藤岡優子（微生物化学研究所） 

 

2. 精製 Fusタンパク質の液滴形成                  吉澤拓也（立命館大学） 

 

3. DNAとタンパク質の相分離の再現実験            冨田峻介（産業技術総合研究所） 

 

4. 細胞サイズ液滴中での相分離観察    柳澤実穂（東京大学） 

 

5. ヘキサンジオール・bis-oxazole  加藤昌人（テキサス大学）  

 

6. ハイドロゲルの評価実験 加藤昌人（テキサス大学） 

 

7. 化学修飾フットプリント、マス 加藤昌人（テキサス大学） 
 

8. ラマン顕微鏡                         中林孝和、梶本真司（東北大学） 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ．in vivo（細胞内） 

 

9. 細胞内の液滴の形成観察と FRAPによる動態観察     安田さや香（東京都医学総合研究所） 

 

10. 低酸素状態による解糖系酵素の空間的再編成の観察    三浦夏子（大阪府立大学） 

 

11. タンパク質クラウンディング状態の蛍光プローブによる測定   吉村成弘（京都大学） 

 

12. SNAP-tagを用いた一分子イメージング法 斉藤典子（がん研究会） 

 

13. BioID、APEX                 栗原美寿々（北海道大学） 

 

14. 画像解析（液滴の大きさ、形などの評価）  渡邊謙吾（東京大学） 

 

15. 細胞内のタンパク質の過剰発現系  守屋央朗（岡山大学） 

 

16. オプトジェネティクスによる操作 浅川和秀（東京医科大学） 

 

 

Ⅲ．in silico（※総説形式） 

17. 相分離研究に役立つデータベース、予測ソフト 太田元規（名古屋大学） 

 
 

発展編 最先端の解析法 
             

1. CARS 顕微鏡  加納英明（九州大学） 

 

2. 液中電子顕微鏡                     小椋俊彦（産業技術総合研究所） 

 

3. 中性子散乱                     中川 洋（日本原子力研究開発機構） 

 

4. 放射光 CDスペクトル                  藤井健太郎（量子生命科学研究所） 

  

5. 分子シミュレーション         杉田有治（理化学研究所） 
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