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概要

病態機能解析部門について

学術支援センター（通称ADRES）は愛媛大学の共
同利用施設で，様々な研究機器を整備し，大学内
外の教育・研究活動を幅広く支援することを目的
として設立されました。ADRESは，６つの部門で
構成されており，研究機器を維持管理するだけで
なく，各部門ごとに研究技術に精通した技術職員
による研究支援や受託サービスを提供していま
す。

　そのうちの一つである病態機能解析部門は，重信キャンパスにあり，生命科学や医学研究分野
に関連する多数の共通研究機器の管理と研究支援を行っています。大きく６分野に分かれる当部
門では，分子レベルの研究から，細胞，組織，個体レベルでの研究まで幅広い研究領域をカバー
しており，それぞれ担当職員が利用相談や技術指導，受託サービスを行っています。

イメージング分野

タンパク質解析分野

ゲノム解析分野 生体情報解析分野

細胞解析分野 RI実験分野

資料作製室

電子顕微鏡
共焦点レーザー顕微鏡
組織標本作製など

次世代シーケンサー
リアルタイムPCRなど

小動物行動解析装置
3Dプリンターなど

全自動タンパク質合成装置
MALDI-TOF 質量分析

液体クロマトグラフなど

フローサイトメーター
セルソーター

フラックスアナライザーなど

液体シンチレーションカウンター
RI 教育訓練など

学会用ポスターの印刷

部門長：茂木正樹

堀田 池内 徳永 永利 永利

岩崎亀田 堀田藤井田中武森

首藤 清井

藤野 佐伯

研究に関すること
お気軽にお問い合わせください



学内の方

共同利用機器予約システムに登録

共同利用機器予約システム（学内限定：セキュアゲートウェイで学外からも利用可）
https://yoyaku.adres.ehime-u.ac.jp/eu

1.　学内のLANに接続した端末で共同利用機器予約システ

ムにアクセスします。

2.　「一般利用者の新規登録はこちら」をクリック。

3.　愛媛大学のメールアドレスを入力して送信。

4.　登録したアドレスに届いたメールから新規登録を行っ

てください。

使いたい機器，利用したい受託業務を検索
予約可能な機器の一覧や詳しい受託業務の内容は，病態機能解析部門のホームページでもご
覧になれます。受託業務のご依頼は，一度直接担当者と連絡を取ってから行ってください。

予約して利用する
初めて利用する機器は担当者に利用説明を受けて下さい。会計処理は職員が行います。

利用方法

現在一部の受託業務のみ学外からの利用が可能です。
以下の連絡先にお電話の上，詳細は担当者に直接問い合わせください。
機器利用のみでのご利用はできません（現在準備中）。

学術支援センター病態機能解析部門事務室　089-960-5460

※所属の支払い責任者が未登録の場合は先に登録が必要です。

学外の方
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機器の利用 受託業務の依頼
機器予約

機器利用

利用完了申請

会計処理

担当者と相談

サンプル・データ受け取り

受託予約



機器一覧 病態機能解析部門に整備している機器の一部です。
受託専用で利用者が個人で利用できないものもあります。
初めて利用する機器は必ず担当者の講習を受けて下さい。
機器の利用の仕方やサンプルの調製方法がわからない場合も，
担当職員が相談を受けています。お気軽にお問い合わせください。

走査型電子顕微鏡
S-4800
HITACHI

真空下で電子線を利用し，試料表
面の数nm程度の微細構造を観察で
きる。EDX元素分析も可能。

共焦点レーザー顕微鏡
A1Rsi-E1
Nikon

共焦点レーザー顕微鏡の最上位モ
デル。ボケの少ない蛍光画像取得
と三次元再構築が可能。

レーザー
マイクロダイセクション
LMD7000
Leica

レーザー照射装置が接続され，組
織切片を観察しながら細胞塊のみ
を切り出しできる顕微鏡。

透過型電子顕微鏡
JEM 1230
日本電子

真空下で電子線を利用し，試料内
部の数nm程度の微細構造をデジタ
ル観察できる。CCDカメラ搭載。

オールインワン顕微鏡
BZ 9000
KEYENCE

暗室不要で高感度・高解像度で観
察できる蛍光顕微鏡。
明視野観察や位相差観察も可能。

細胞イメージ
スクリーニングシステム
ImageXpress
Molecular Devices

培養装置を内蔵しており，生細胞の
高速画像取得と解析によるハイスル
ープットイメージングが可能。

次世代シーケンサー
MiSeq
illumina

ターゲットシーケンス，mRNA発
現解析等のフォーカスしたアプリ
ケーションに最適なシーケンサ
ー・システム。

キャピラリシーケンサー
ABI 3500
Applied Biosystems

キャピラリ電気泳動システムで
DNAの塩基配列決定，フラグメン
ト解析が行える。最大8検体まで。

リアルタイムPCR装置
ABI 7500
Applied Biosystems

遺伝子の増幅をリアルタイムで
モニターする装置。

ルミノイメージ
アナライザー
Image Quant LAS4010
GE Healthcare

化学発光，生物発光，蛍光検出，
可視検出，画像解析に対応する
CCDイメージャー。

オートウェルガンマー
カウンター
AccuFLEXγ 7010
HITACHI

Cr-51，I-125といった核種による
ガンマ線を測定する装置。

スキャナータイプ
画像解析装置
Typhoon FLA 9500
GE Healthcare

蛍光や放射性同位体を高解像度で
読み取れるスキャナー。
473 nm～785 nmまで対応。

液体シンチレーション
カウンター
LSC-7200
HITACHI

H-3，C-14，P-32，Ca-45などのベ
ータ線核種を測定する装置。

イメージング分野

ゲノム解析分野

RI実験分野



https://www.adres.ehime-u.ac.jp/bumon/byoutai-kiki.pdf 

全機器リストはこちらからご覧になれます

セルソーター
Aria
BD Biosciences

蛍光標識された細胞を生きたまま
無菌的にソーティングする機器。
マルチカラー解析と高速細胞ソー
ティングに対応。

細胞外
フラックスアナライザー
XFp
Agilent

細胞のエネルギー代謝経路を無侵
襲で好感度に計測可能な細胞代謝
アナライザー。

発光
イメージングシステム
LV200
Olympus

温度制御，湿度，ガス灌流装置を
内蔵し，長時間にわたる生物発光
イメージングが行える顕微鏡。

全自動細胞解析装置
GALLIOS
Beckman Coulter

蛍光標識された細胞の性質を1個ず
つ定量的に測定する統計的精度の
高い細胞測定機器。10カラーまで
対応可能。

Alphaプレートリーダー
EnSpire
Perkin Elmer

AlphaScreen測定用のプレートリー
ダー。

全自動血球計数機
MEK-6450
日本光電

実験動物の血液の血球成分を調べ
る血球計算検査機器。

小動物行動解析装置
SCANET MV-40
MELQUEST

高密度に配置した赤外線センサー
を用いて，マウス・ラットの行動
解析を行う装置。

3Dプリンター
Objet260 Connex2
Stratasys

CT，ＭRI画像をSTLファイルに変換
し3次元造形する。樹脂の種類は５
種類，装着は３種類で混ぜ合わせ
が可能。

MALDI-TOF型質量分析
装置
AXIMA-TOF2

SHIMADZU

タンパク質やペプチドなどの生体
高分子化合物の質量分析装置。

液体クロマトグラフ
AKTA Purifier
GE Healthcare

クロマトチャンバー内に設置して
いるため低温でタンパク質を分離
することが可能。

全自動タンパク質合成
装置
Protemist DTⅡ
CellFree Sciences

コムギ胚芽無細胞タンパク質合成
技術により，全自動で転写から合
成・精製までを行う装置。

マルチプレートリーダー
FlexStation3
Molecular Devices

96ウェルプレートに対応したマル
チプレートリーダー。吸光・蛍
光・発光・時間分解蛍光・蛍光偏
光の測定が可能。

細胞解析分野

生体情報解析分野

タンパク質解析分野



受託業務 病態機能解析部門で行っている受託サービスの一部です。
さらに詳細な内容は当部門のホームページでご確認いただけます。
受託サービスをご利用の際は，事前に担当者とよくご相談の上で予
約をしてください。

電顕標本作製サービス
担当　首藤
部屋　1F  電子顕微鏡室

走査型・透過型電子顕微鏡観察用の
標本作製および観察・撮影を行いま
す。
金コロイド法などの免疫電子顕微鏡
法，結合組織消化法による走査電顕
観察などにも対応しています。
共焦点顕微鏡などの光顕観察と関連
付けてのご相談も受け付けていま
す。

光顕標本作製サービス
担当　清井  堀田  池内
部屋　3F  組織化学解析室

光学顕微鏡観察用の組織標本作製を
行います。
パラフィン・凍結試料の両方につい
て，HE・各種特殊染色・免疫染色に
対応しています。
マイクロダイセクション用試料作製
の相談も受け付けています。
右記過程の一部のみの依頼も受け付
けています。

次世代シーケンサー解析サービス
担当　徳永
部屋　3F  遺伝子情報解析室２

次世代シーケンサーMiSeqを用いた
分析のサポートを行います。
受託解析が可能なのは，RNA-Seqや
疾患関連遺伝子の変異解析等の一部
アプリケーションのみです。
ヒトやマウス等の全ゲノムシーケン
スは対応していません。
詳細はお問合せ下さい。
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組織：マウス小腸
上：透過電顕　下：共焦点顕微鏡
※共焦点撮影した標本を透過電顕で撮影

組織：マウス動脈
上：HE染色
下：免疫染色（抗α-SMA DAB発色）

MiSeq (illumina)

受託内容の相談

固定試料の用意

包埋（パラフィン・凍結）

染色（HE・特染・免染）

標本返却

薄切（パラフィン・凍結）

固定試料の用意

電顕試料の作製

光顕切片で
観察部位の確認

電顕切片の作製

観察・撮影

データ返却

DNAやRNA試料の用意

品質チェック

ライブラリー作成

MiSeqラン

１次解析

２次解析



タンパク質合成サービス
担当　田中
部屋　3F  タンパク質合成室

コムギ胚芽無細胞タンパク質合成
技術を利用したタンパク質合成を
行います。

MALDI-TOF 質量分析サービス
担当　藤井
部屋　2F  質量分析室

ゲル電気泳動で分離したタンパク
質をプロテアーゼ処理し，
MALDI-TOF 質量分析を行うサービ
スです。
MALDI-TOF 質量分析のみの依頼に
も対応します。

https://www.adres.ehime-u.ac.jp/bumon/03/byoutaijyutaku.html

受託サービスのより詳細な情報はこちらからご覧になれます
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AXIMA-TOF2  (SHIMADZU)

cDNAの用意

コンストラクト作製

少量合成確認

本合成

サンプル返却

・Vector base
・PCR base

電気泳動による
タンパク質分離

目的バンドの切り出し

プロテアーゼ処理

MALDI-TOF 質量分析

サンプル返却

担
当
者

DNA試料の用意

プローブ作成

ブロッティング

プローブ標識

検出

データ返却

Protemist DTⅡ 
(CellFree Sciences)

サザンブロット解析サービス
担当　藤野
部屋　RI 施設

RI 標識法のサザンブロット解析を
行います。
RI 従事者登録が必要となりますの
で，まずはRI 管理室までご連絡く
ださい。

Typhoon FLA 9500Typhoon FLA 9500



施設地図

愛媛大学学術支援センター 病態機能解析部門
Advanced Research Support Center　Division of Analytical Bio-Medicine

〒791-0295 愛媛県東温市志津川
　  089-960-5460　　　089-960-5461　　　adresmed@stu.ehime-u.ac.jp

愛媛大学学術支援センターWebサイト
https://www.adres.ehime-u.ac.jp

技術職員スタッフルーム　　089-960-5179
より専門的なお問合せはこちらへ  ※職員は常駐しておりません

愛媛大学
重信キャンパス

施設地図施設地図

愛媛大学
重信キャンパス

学術支援センター
病態機能解析部門
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