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白血球や赤血球など血液細胞がつくられることを「造血」といいます．古くからこの血液細胞の大元となる
「造血幹細胞」の存在が知られ，その分化制御メカニズムの解明が幹細胞生物学をリードしてきました．
しかし，多種多様な血液細胞を生み出す造血システムは精緻で，1つの謎を解明する度，より複雑化した
課題が生まれています．本特集では，新技術やユニークなアプローチにより切り開く新しい造血研究をテ
ーマとして，世界第一線の研究者に造血幹細胞の基礎的な機構からその破綻による造血器腫瘍とその治
療までの最新研究をご紹介いただきました．

企画／石川文彦（理化学研究所統合生命医科学研究センター）
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実験医学2017年11月号（Vol.35 No.18）広告のご案内

（仮題）

◆造血幹細胞　◆幹細胞ニッチ　◆免疫細胞　◆白血病（AML，ALL，CML）　◆数理解析
◆イメージング　◆ゲノム編集，CRISPR/Cas9　◆フローサイトメトリー　◆低酸素チャンバー  
◆細胞培養キット　◆免疫染色，抗体　◆マウスモデル，ヒト化マウス　◆骨髄移植  …等

本特集に関連するキーワード・技術

造血の制御と破綻

再生医療への応用や，血液がんの治療など
臨床医や創薬研究者も注目する話題が豊富です！

日本血液会学術総会（10/20～22，＠東京），ConBio2017（１２/6～９，@神戸）
にて販売予定，注目必至

特集内容にあわせて，求人・共同研究の募集，セミナー開催，キャンペーン・
製品デモを告知できます（INFORMATIONコーナー．詳細は裏面へ）

生命を科学する　明日の医療を切り拓く

拝啓　貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、実験医学2017年11月号を右記内容にて発行いたします。つきましては、貴社の優秀な機器・試薬・サ
ービス・書籍等をアピールする場として本誌面をぜひご活用いただきたく、広告掲載のご案内を申し上げます。
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● 広告申込概要
　　　申込締切日…… 2017年  9月   7日（木）
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　　　　　　　　※日程は変更になる場合がございます
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◆ 概論ー「造血（hematopoiesis）」が切り拓く研究とは... 石川文彦（理化学研究所統合生命医科学研究センター）

◆ 破綻を来した造血“スプライソゾーム異常と造血器腫瘍” 井上大地（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）

◆ 骨髄環境の理解と造血制御 山崎　聡（東京大学医科学研究所）

◆ ヒトにおける正常造血と白血病の理解 平松英文（京都大学医学部附属病院）

◆ 胎生期造血 吉本桃子（University of Texas Health Science Center at Houston）

◆ 造血を読み解くinformatics 清田　純（理化学研究所統合生命医科学研究センター）

◆ リンパ球造血 横田貴史（大阪大学大学院医学系研究科）

◆ 造血における幹細胞と代謝 中田大介（Baylor College of Medicine）
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★その他人気連載を多数掲載！News & Hot Paper DIGEST ／ カレントトピックス …

村越秀治（生理学研究所）

● クローズアップ実験法
「miRNAスイッチ型CRISPR-Cas9を用いた細胞種特異的なゲノム編集法（仮）」

本特集テーマの企画の背景

造血の制御と破綻（仮題）
企画／石川文彦（理化学研究所統合生命医科学研究センター）

企画／永井健治（大阪大学産業科学研究所）
「少数性生物学への誘い～投じられた，マイナー因子が広げる波紋（仮）」
実験医学2017年12月号（Vol.35 No.19）次 号

◆マイナー因子　◆化学反応　◆ウイルス感染　◆ヌクレオソーム構造　
◆単／多細胞生物　◆細菌の走化性　◆概日時計　　…などキーワード

予 告

● 以下の 増刊号でも広告出稿をご案内しています ●

⇒詳細はお問い合わせください

10月
発行

12月
発行

Vol.35 No.17
「疾患データベースとバイオバンク（仮）」
編集／山本雅之，荻島創一（東北メディカル・メガバンク機構）編集／山本雅之，荻島創一（東北メディカル・メガバンク機構）

Vol.35 No.20
「Productive Agingを実現する老化・寿命研究の最先端（仮）」
編集／今井眞一郎，吉野　純（ワシントン大学），鍋島陽一（先端医療振興財団）編集／今井眞一郎，吉野　純（ワシントン大学），鍋島陽一（先端医療振興財団）

千葉櫻 拓（東京農業大学），中島元夫（SBIファーマ株式会社）

● Update Review
「5-アミノレブリン酸（5-ALA）～その生体機能と多彩な疾患への応用（仮）」

ヒトの体内では，毎日数1,000億もの血液細胞が作られては（造血），破壊されるサイクルが絶えず繰り返されてい

ます．造血システムは細胞の増殖・分化を解析する最良のモデルであり，そのバランスの破綻は白血病や悪性リン

パ腫などの重篤な疾患に直結するため，基礎・臨床の両面で意義深いテーマとして，1960年代より盛んに研究が進

められてきました．

造血研究は長い歴史がある一方で，未だに魅力的な課題を擁しており，多くの研究者を惹きつけています．例え

ば造血幹細胞の未分化性維持について，骨髄内のアミノ酸組成や酸素分圧などの微小環境が果たす具体的な役

割が近年明らかになってきました．また，造血研究の主要なテーマの1つである，ヒトにおける胎生期の造血システ

ム（一次造血）が成体型のシステム（二次造血）にシフトするきっかけと相互関連についても，有力な仮説が生まれ

ています．さらに，免疫老化につながる，造血細胞が分化する細胞の種類への方向付けについても詳細な理解が得

られつつあります．

造血幹細胞
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本特集では，ダイナミックか

つ精緻な造血システムを，ヒ

ト化マウス，インフォマティク

ス，ゲノム編集など新世代の

先端手法で明らかにし，幹細

胞移植などに代表される造

血器腫瘍・白血病治療の臨

床応用まで，基礎から臨床へ

の道が見えてくる内容をご紹

介します．

からのお知らせ

「実験医学 INFORMATION」で
求人・セミナー・共同研究・
キャンペーン・モニター ...
を告知しませんか？

株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

URL： www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/

制限酵素　全品30％割引キャンペーン

キャンペーン
内容

対象製品

キャンペーン期間

お問い合わせ先

ただいま◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯社では、各種制限酵素を期間限定で定価
30％割引にて販売しております。新年度を控え、ラボの試薬取り揃えのため、ぜひ
まとめてのご注文をおすすめいたします。この機会をぜひご活用ください！割引
対象の制限酵素は以下に記載しております。また弊社WEBでは、制限酵素のほか
ラボに取り揃えておきたい汎用的な各種試薬を幅広くご紹介しております。一部
製品では制限酵素と同様、期間限定の割引キャンペーンを実施しておりますので
、ぜひあわせてご覧ください！□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯
□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯
□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯
□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯□◯

「AatII」「AccI」「AccII」「AccIII」「AclI」「AfaI」「AflII」「AluIAor13H I」 「Apa I」「ApaL I」
「Asu II」「AatII」「AccI」「AccII」「AccIII」「AclI」「AfaI」「AflII」「AluIAor13H I」
「Apa I」「ApaL I」「Asu II」「AatII」「AccI」「AccII」「AccIII」「AclI」「AfaI」「AflII」

2016 年 3月1日～3月31日　※3月31日受注分まで

株式会社◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
 TEL：03-XXXX-XXXX　FAX：03-XXXX-XXXX　
Mail：order＠XXXXXXXXX.co.jp 

「WEB：実験医学online」
誌面に掲載した情報は、内容そのままで

にも無料掲載。１回のお申込で同時に３種類の媒体で紹介できます！
「メールマガジン：羊土社ニュース」

＜WEB＞
　実験医学 online

＜メールマガジン＞羊土社ニュース

＜実験医学 誌面＞

詳細案内中
お問い合わせ
ください！


