
生命を理解する 
次世代プロテオミクスソリューション 

生命を司る生物学的プロセスを明らかにする、高度
に多重化されたタンパク質解析について、その探索
や定量のための革新的サービスと製品を提供。 

トランスレーショナルリサーチを支援する 

独自技術を採用した質量分析受託解析サービス 

 タンパク質標的同定 

 バイオマーカーの発見、検証 

 作用機序（MOA）に関する研究 

 PTMプロファイリング 

 膜タンパク質プロファイリング 

 点変異・タンパク質変異の定量 

フィルジェン株式会社 



BIOGNOSYS 

プロテオミクスプラットフォーム 

 ディスカバリープロテオミクス（HRM法）は、処理やその条件を問わず、サンプル

あたり最大7,000タンパク質の完全プロファイリングにより、包括的なプロテオーム変

化を検出、統制されたパスウェイを特定します。 

 

 ターゲットプロテオミクス（MRM / PRM法）は、1回の分析において、数千サンプ

ル規模で最大100個のターゲットタンパク質を定量できる検証研究のための強力な

方法です。 

 

 ターゲット構造解析（LiP法）は、サンプル中の化合物 - タンパク質結合箇所を

明らかにすることで、化合物とそのタンパク質薬物ターゲットとしての考察情報を提

供します。 

タンパク質はすべての生物の機能単位です。 生物系を構成維持する

タンパク質群のセットをプロテオームと呼びます。 すべてのそれぞれの機

能単位がこのプロテオームによって表されるので、結果として表現型を

分子事象として特徴づけることができます。 偏りのない大規模なタンパ

ク質研究を可能にするプロテオミクス解析は、このプロテオームの全体

像を理解することを目的としています。 

「プロテオーム解読は、10年

前のゲノム革命よりもライフサ

イエンスに影響を与えると信

じています。」 

 
Dr. Oliver Rinner, CEO of Biognosys 

Biognosys社は、あらゆる種類、およびあらゆる生物学的マトリックスにおける高度に多重化されたタンパク質の定量化のための製

品およびサービスを提供するプロテオミクス企業です。Biognosys社の学術科学者チームは、トランスレーショナルリサーチをサポート

する次世代の質量分析ベースのプロテオミクス技術を開発しました。 

 

私たちは、プロテオミクス解析のニーズに応える研究者を支援するための、最善の解決策を提供することを目指しています。 

実験デザインをお客様と相談し、サンプル処理、質量分析データを取得、そして統計的ツールとパスウェイ分析を使用してデータ解

釈をサポートし、生物学的洞察を提供します。 

 

次世代プロテオミクスの市場をリードする当社の専門知識は、一流の製薬会社およびバイオテクノロジー企業、ならびに世界をリード

する学術機関によって認められています。バイオマーカー研究、薬物および標的の発見、そしてその他多くの分野で実績を残してい

ます。プロテオーム全体の解析、興味のある特定されたタンパク質について、あるいは標的化合物がどのタンパク質に結合しているか

を見つけるところまで、次のプロテオミクスの課題がどのようなものであっても、Biognosys社はそれらに対処できるあらゆる解決策を提

供しています！ 



ディスカバリー 

プロテオミクス 

（HRM） 

サンプルの処理条件や 

状態を問わず、最大で

7,000タンパク質の完全 

プロファイリングにより、 

包括的にプロテオーム 

変化やパスウェイ経路の 

検出、特定が可能です。 

ターゲット 

プロテオミクス 

（MRM/PRM） 

1回の分析において、 

数千サンプル規模で 

最大100個のターゲット 

タンパク質を定量できる、

検証研究のための 

強力な解析手法です。 

ターゲット構造解析 

（LiP） 

サンプル中の、化合物- 

タンパク質結合部位を 

明らかにすることで、目的

化合物とその薬物標的 

タンパク質について 

情報提供します。 



プロテオームで何が起きている? 

 ディスカバリープロテオミクスは、細胞、組織または生物における

包括的な定量的プロテオーム変化を理解することを目的としてい

ます。このアプローチは、プロテオームスケールで様々な条件間で差

次的に発現変動するタンパク質の同定のための有効な解析方法

です。ディスカバリープロテオミクスは、バイオマーカー／層別マーカー

研究、薬物および標的の発見、経路モデリング、作用機序研究、

ならびに様々なさらなる分野において広く適用されています。 

Biognosys社は、Hyper Reaction Monitoring（HRM）と呼

ばれる次世代の質量分析ベースのプロテオミクスワークフローを開

発しました。これにより、単一サンプル中の最大7,000個のタンパク

質の再現性のある正確な定量化が可能になりました。 HRMは、

すべての検出可能なペプチドが可能なデータ独立取得（DIA）と

呼ばれる新しい質量分析取得モードに基づくラベルフリーのディスカ

バリープロテオミクスワークフローです。 

 高い感度と精度で定量化できます。 HRM取得の結果は、各サ

ンプル中の各タンパク質およびペプチドについて正確な定量値を持

つ単純で包括的なデータマトリックスです。 

HRMは、サンプルを物理的デジタルタンパク質マップに変換します。

つまり、元のサンプルを再測定する必要なく、いつでもデータを再検

討および再解析できます。 

 Biognosys社は、HRMによって得られたデータの解釈についてサ

ポートします。  

品質チェック、正規化を経て、統計的ツールにより関連タンパク質

を明らかにし、それらをまとめるパスウェイ分析まで行います。 

代表的なアプリケーション 

 タンパク質標的の特定 

 バイオマーカー探索 

 作用機序（MOA） 

 PTMプロファイリング 

 膜タンパク質プロファイリング 

 細胞株エンジニアリング 

比類のない、包括的なタンパク質定量化 

 完全プロテオームの高含量タンパク質プロファイリング（相対定量） 

 サンプルから生物学的洞察まで・デジタルプロテオームマップ 

 NEW：同じHRM測定内でタンパク質のサブセットの絶対定量を実行するオプション 



選択した目的のタンパク質に何が起きている? 

 ターゲットプロテオミクスは、複雑な混合物中の対象となる特定

のタンパク質をターゲットにして、その存在と量を決定する、確立さ

れた質量分析技術です。すべてのペプチドとフラグメントイオンが記

録されるデータ非依存な収集方法とは対照的に、ターゲットプロテ

オミクスは監視されるペプチドの数を制限し、収集中に目的のタン

パク質に焦点を合わせるだけで数百または数千のサンプルに対し

て最高の感度とスループットを達成します。 

 ターゲットプロテオミクスは、目的のタンパク質のあらかじめ決めら

れたセットについて、多くのサンプルを分析する必要がある場合、バ

イオマーカー研究における検証および検証のための強力な解析方

法です。さらに、この方法は、標的ペプチドの安定同位体標識標

準ペプチド（SISペプチド）がサンプルに添加される場合、タンパク

質の絶対定量化を可能にします。 

代表的なアプリケーション 

 バイオマーカー検証 

 選択した経路におけるPTM 

 タンパク質発現の検証 

 点変異/タンパク質変異定量 

候補タンパク質の高感度定量 

 目的タンパク質の高感度・高精度測定（1ラン100回まで） 

 相対的または絶対的定量化 

 大規模サンプルコホートに最適 

 ターゲットプロテオミクスは現在、多重反応モニタリングと並行反

応モニタリング（MRMとPRM）の2つの主要なアプローチで成り

立っています。MRMは、ターゲットプロテオミクスの確立された方法

であり、主にトリプル四重極質量分析計で実行されますが、その

新規の変種PRMが最近導入され、最新世代の高分解能質量

分析機器で実行可能です。 



化合物のターゲットはどのタンパク質？ 

 制限タンパク質分解（LiP）技術は、偏りのないプロテオーム全

体にわたるタンパク質の立体構造変化のプロファイリングを可能に

します。タンパク質の立体構造変化は、熱ショック、タンパク質-タン

パク質相互作用、化合物結合、翻訳後修飾などの様々な刺激

から生じる可能性があります。タンパク質の立体構造変化は、 LiP

反応中の開裂タンパク質分解の動態に影響するため、LiPを使用

して調べることができます。LiP反応は、規定の条件下で非特異

的プロテイナーゼKを用いてサンプル中のタンパク質に対して行われ

ます。プロテイナーゼKは、折り畳まれていない接近可能な領域を

優先的に切断し、その結果、制限されたタンパク質分解を生じま

す。LiP反応後、全てのタンパク質を変性させ、そしてトリプシンで

完全になるまで消化します。立体配座変化は、定量的質量分析

法を用いて、LiP反応から生じる示差的開裂を評価することによっ

て明らかにされます。 

開発中のアプリケーション 

 ターゲットデコンボリューション 

 ON / OFFターゲット 

 作用機序（MOA）化合物  

タンパク質結合事象の解明 

 タンパク質の立体配座変化は化合物の結合によって引き起こされます 

 化合物-タンパク質相互作用の包括的プロファイリングが可能です 

 限定タンパク質分解（LiP）により、立体配座の変化が明らかになります 

 化合物結合部位が近似されます 

 HRMは、包括的なHRMデジタルマップ内のすべての検出可能

なペプチドシグナルの定量化を可能にするので、LiPの分析プラット

フォームとして特に適しています。 

LiPテクノロジーは、

Biognosys社 

（Technology IP） 

に独占的に 

ライセンス 

されています 



プロジェクト実施・解析結果報告スケジュール 

最終報告書提示 

全サンプルにわたるタンパク質量、QC測定基準を

含む統計的および生物学的データ分析を含む 

メールによる確認 

サンプル到着時のEメール確認、Biognosys社

でのプロジェクトの開始 

サンプル処理&HRM定量的プレビュー 

中間報告書提示 

検出可能なタンパク質とHRM定量的

プレビューを含む 

合否判定 
全サンプルのHRM記録 

データ分析、生物学的解釈、

およびカスタマイズ分析 

 ※完了時間はサンプル数によって異なります。 

DISCOVERY 

Proteomics 
HRM 

受入サンプル条件について 

解析サンプル種 培養細胞 血清・血漿 組織 尿 脳脊髄液（CSF) 

サンプル準備プロトコールの提供 可 可 可 可 可 

必要量（PTM解析を除く  ） 1×105-106 個 5 uL 4-10 mg 100-200 uL 50-100 uL 

HRM-MSで同定されるタンパク質数 3000-7000 400-700 3000-6000 500-1000 500-1000 

サンプル保存条件 新鮮凍結 

凍結乾燥 

FFPE 

新鮮凍結 新鮮凍結 

凍結乾燥 

FFPE 

新鮮凍結 新鮮凍結 

納期 サンプル発送後1-2ヶ月程度（サンプル数によって変動します） 

a 

b c 

試料の種類は上記の生物学的マトリックスに限定されません。どんな種類の生物学的サンプルも私たちのプロテオミクスサービスで対応

しますので問い合わせ下さい。 

  

一般的な翻訳後修飾（PTM）を分析することができます。 PTMの化学量論以下の検出のためには、濃縮戦略が必要です。その

ため、PTMプロファイリング（リン酸化（pSTYおよびpY）、N-グリコシル化、アセチル化、メチル化、ユビキチン化、複数のヒストン修飾

など）では、より多くのサンプル量を必要とします。 

  

血漿 / 血清サンプルは、アバンダントタンパク質を枯渇させる必要があります。この場合もより多くのサンプル量を必要とします。 

a 

b 

c 

Biognosys社について 
Biognosys社は、2008年にETHチューリッヒのRuedi Aebersold

教授の研究室からのスピンオフとして設立されました。Biognosys社

は、スイスのチューリッヒと米国のケンブリッジにオフィスを構え、世界的

なプレゼンスを維持しています。スイスで独自の最先端のプロテオミク

ス施設を運営しています。 



フィルジェン 株式会社 
受託解析部 
 

【お問い合わせ】 

〒459-8011 愛知県名古屋市緑区定納山1丁目1409番地 

TEL：052-624-4388  FAX：052-624-4389 

E-mail：biosupport@filgen.jp  URL：https://filgen.jp/ 

代理店 

(Jun.,2019) 

輸入販売元 

サービス提供元 
 

 

 

 

Biognosys AG 
Wagistrasse 21, 8952 Schlieren, Switzerland 

TEL：+41 44 738 20 40 

E-mail：info@biognosys.com  


