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情報収集から先端解析まで，いますぐ役立つXXX選

（仮題）

編集／小野 浩雅先生 （ライフサイエンス統合データベースセンター）
関連キーワード・技術

◆ データベース

◆ ウェブツール

◆ プロトコール共有
◆ RNA-Seq

◆ 文献整理

◆ ゲノム編集

◆ パスウェイ解析

◆ バイオリソース
◆ 執筆支援

◆ 立体構造解析

◆ マルチオミクス

◆ 統計解析

◆ 図表作成
◆ 発現解析

◆ 配列検索
◆ 機能解析

◆ バリアント解析

昨今，生命科学・医学研究の現場において，データベースとウェブツール（DBとツール）は欠か
せない役割を担っています．DBとツールに対するリテラシーが，研究の効率に影響し，プロジェ
クトの可能性を左右すると言っても過言ではありません．その一方，DBとツール数の増加につれ
て，どのようなことができるのか，何を選ぶべきか，俯瞰的に取捨選択することは難しくなってき
ました．最初に教わったDBとツールを使い続け，新たなそれに手が伸びないという声も伺ってい
ます．本書では，DBとツールの大海に漂う研究者の羅針盤となるべく，目的別に厳選した最新の
DBとツールを，生命科学・医学を専門とする広いレベルの研究者に向けて紹介できればと考えて
おります．（編者より）

本書へのご出稿のポイント
● 広く生命科学研究者が知りたいテーマ：第45回分子生物学会（11/30
～12/2，東京），生化学会（11/9〜11，名古屋）
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● 発行部数
● 発行日
● 発行形態

6,000部
2022年 10⽉ 20⽇（木）発⾏予定
B5判，オフセット印刷

● 広告締切

申込締切︓2022年09月01日(木)
原稿締切︓2022年09月08日(木)
※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

● 広告仕様

1頁…………………天地220mm × 左右150mm
1頁ブリード版……天地257mm × 左右182mm
表紙4………………天地192mm × 左右150mm
表紙4ブリード版…天地202mm × 左右160mm
1/2頁………………天地105mm × 左右150mm

● 記事広告

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．

掲載費 330,000
編集費 88,000

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．

※写真修正・図案・版下・製版等は実費をいただきます
※ご掲載の⾴をご指定される場合は、⼀割増の料⾦を申し
受けます
※ご 掲 載 の ⾴ を ご 指 定 さ れ る 場 合 、 各 箇 所 に つ き 1 ⾴ ま で
（先着1社）
※表⽰価格は10％税込の価格です

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

広告内容に関して

• 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）

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・

• 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

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

• トンボ等を用いて仕上がりサイズをご指示ください

• 弊社が広告掲載をお受けした機関の告知など

• “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

【発行元】
株式会社 羊土社

【広告総代理店】
株式会社 エー・イー企画

〒101-0052
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 /

〒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

広告掲載申込書
年

月

日

下記の通り、「 実験医学増刊2022年（Vol. 40 No. 17） バイオデータベース・ウェブツール」に
広告掲載致します。

貴社名：

TEL：

FAX：

所在地：〒
担当者名：
掲載場所：
支払方法：

所属：
頁／枚

掲載料金：
支払日：

E-mail：

【紹介ツール一覧（目次）と執筆予定者】

概論

（敬称略）

小野 浩雅(ライフサイエンス統合データベースセンター)

第1章 研究を効率化する汎用ツール
データベース･ウェブツールを探す･学ぶ
1. 統合TV

小野 浩雅(ライフサイエンス統合データベースセンター)

2. Integbioデータベースカタログ

信定 知江(バイオサイエンスデータベースセンター)

3. 生命科学系データベースアーカイブ
箕輪 真理,八塚 茂(バイオサイエンスデータベースセンター)
統計解析
4. FaDA

上坂 一馬(名古屋大学大学院生命農学研究科)

5. PlotsOfData

別所-上原 学(名古屋大学高等研究院)

6. RStudio Cloud

鈴木 治夫(慶應義塾大学環境情報学部)

研究室内情報共有
7. Slack

中村 保一(国立遺伝学研究所大量遺伝情報研究室)

プロトコール共有
8. CodeOcean

露崎 弘毅(理化学研究所 情報基盤センター)

9. protocols.io

松尾 禎之(関西医科大学附属生命医学研究所)

図表共有
10. figshare

田村 啓太(広島大学大学院統合生命科学研究科)

バイオリソース
11. NBRP

第2章

川本 祥子(国立遺伝学研究所系統情報研究室)

文献を調べる･整理する･論文執筆を支援する

文献を調べる
12. PubMed（含むEurope PMC）
13. CiNii

山本 泰智(ライフサイエンス統合データベースセンター)

大波 純一(国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター),
天野 晃(国立情報学研究所)

文献を整理し、引用文献リストを作る
14. Mendeley

成川 礼(東京都立大学理学部生命科学科)

15. Zotero

成川 礼(東京都立大学理学部生命科学科)

16. Paperpile

成川 礼(東京都立大学理学部生命科学科)

論文執筆を支援する
17. inMeXes

山本 泰智(ライフサイエンス統合データベースセンター)

18. Allie

山本 泰智(ライフサイエンス統合データベースセンター)

19. Colil

山本 泰智(ライフサイエンス統合データベースセンター)

20. bioRxiv

坊農 秀雅(広島大学/ライフサイエンス統合データベースセンター)

21. Grammarly（+DeepL）

井内 仁志(早稲田大学理工学術院)

図を作成する
22. BioRender，bioicons，Servier Medical Art，draw.io
小野 浩雅(ライフサイエンス統合データベースセンター)

第3章

ゲノム･遺伝子･NGSデータを調べる

ゲノム
23. NCBI Genome Data Viewer

鈴木 貴之(広島大学大学院統合生命科学研究科),

坊農 秀雅(広島大学/ライフサイエンス統合データベースセンター)
24. UCSC Genome Browser

森岡 勝樹(理化学研究所生命医科学研究センター)

25. Ensembl Genome Browser
26. Plant GARDEN

仲地 ゆたか(熊本大学大学院生命科学研究部)
磯部 祥子(かずさDNA研究所植物ゲノム・遺伝学研究室),
市原 寿子(かずさDNA研究所植物ゲノム・遺伝学研究室)

27. MicrobeDB.jp

森 宙史(国立遺伝学研究所ゲノム多様性研究室)

遺伝子
28. NCBI RefSeq

内藤 雄樹(ライフサイエンス統合データベースセンター)

29. GGRNA

内藤 雄樹(ライフサイエンス統合データベースセンター)

配列検索
30. NCBI BLAST

内藤 雄樹(ライフサイエンス統合データベースセンター)

31. GGGenome

内藤 雄樹(ライフサイエンス統合データベースセンター)

NGSデータ
32. SRA/ENA/DRA

児玉 悠一(国立遺伝学研究所生命情報・DDBJセンター)

解析済みRNA-seqデータ
33. Digital Expression Explorer 2, ARCHS4
大田 達郎(ライフサイエンス統合データベースセンター)

第4章

ゲノム編集実験を支援する

ゲノム編集
34. CRISPRdirect

内藤 雄樹(ライフサイエンス統合データベースセンター)

35. CRISPROR

中前 和恭(プラチナバイオ株式会社/広島大学ゲノム編集イノベーションセンター)

36. InDelphi

中前 和恭(プラチナバイオ株式会社/広島大学ゲノム編集イノベーションセンター)

37. PrimeDesign

中前 和恭(プラチナバイオ株式会社/広島大学ゲノム編集イノベーションセンター)

38. TIDE

中前 和恭(プラチナバイオ株式会社/広島大学ゲノム編集イノベーションセンター)

39. CRISPResso2

中前 和恭(プラチナバイオ株式会社/広島大学ゲノム編集イノベーションセンター)

第5章

タンパク質やその立体構造について調べる

タンパク質
40. UniProt

畠中 秀樹(ライフサイエンス統合データベースセンター)

プロテオーム
41. jPOST

荒木 令江(熊本大学大学院生命科学研究部)

タンパク質立体構造
42. PDBj

栗栖 源嗣(大阪大学蛋白質研究所)

43. Molmil

Gert-jan Bekker(大阪大学蛋白質研究所),
川端 猛(大阪大学蛋白質研究所/蛋白質研究奨励会),
栗栖 源嗣(大阪大学蛋白質研究所)

44. HOMCOS

川端 猛(大阪大学蛋白質研究所/蛋白質研究奨励会)

45. AlphaFoldDB

川端 猛(大阪大学蛋白質研究所/蛋白質研究奨励会)

第6章

実験の結果を解釈する

発現解析
46. TogoID

池田 秀也(ライフサイエンス統合データベースセンター)

47. NCBI Gene Expression Omnibus（GEO）/GEO2R
小野 浩雅(ライフサイエンス統合データベースセンター)
48. EBI Expression Atlas

池田 秀也(ライフサイエンス統合データベースセンター)

49. ChIP-Atlas

鄒 兆南(京都大学大学院医学研究科)

機能解析（エンリッチメント解析）
50. DAVID

仲里 猛留(ライフサイエンス統合データベースセンター)

51. Metascape

仲里 猛留(ライフサイエンス統合データベースセンター)

52. Enrichr

仲里 猛留(ライフサイエンス統合データベースセンター)

パスウェイ解析
53. BioCyc

奥田 修二郎(新潟大学大学院医歯学総合研究科)

54. Reactome

奥田 修二郎(新潟大学大学院医歯学総合研究科)

ブラウザで完結するRNA-seq解析
55. iDEP，GREIN，BioJupies，RaNA-seq
安水 良明(大阪大学免疫学フロンティア研究センター)

第7章 化合物･糖鎖･マルチオミックスを調べる
化合物
56. PubChem

櫛田 達矢(理化学研究所バイオリソース研究センター)

57. ChEMBL

山田 一作(野口研究所)

58. HMDB

津川 裕司(東京農工大学工学研究院),岡 昂輝(東京農工大学生命工学科)

59. MetaboAnalyst

津川 裕司(東京農工大学工学研究院),岡 昂輝(東京農工大学生命工学科)

糖鎖
60. GlyCosmos

木下 聖子(創価大学共生創造理工学科)

マルチオミックス
61. DBKERO

鈴木 穣(東京大学大学院新領域創成科学研究科),
鹿島 幸恵(東京大学大学院新領域創成科学研究科)

第8章 疾患に関するゲノムやバリアントを調べる
ヒトバリアント
62. dbSNP

大橋 順(東京大学大学院理学系研究科)

63. gnomAD

三嶋 博之(長崎大学原爆後障害医療研究所)

バリエーションと単一遺伝子疾患･表現型
64. ClinVar

丹羽 諒(京都大学医学研究科/京都大学iPS細胞研究所),
井本 逸勢(愛知県がんセンター)

65. DECIPHER

森貞 直哉(兵庫県立こども病院)

バリエーションと多因子疾患・表現型
66. GWAS Catalog

寺尾 知可史(理化学研究所生命医科学研究センター)

バリエーションの機能への影響予測
67. PolyPhen-2 または MutationTaster

才津 浩智(浜松医科大学医学部医学科医化学講座)

