
バ イ オ マ ー カ ー バ リ デ ー シ ョ ン

ターゲットアッセイ

研究およびバイオマーカー分析の 
ための絶対的な定量性を実現する

https://www.metabolon.com/


精度、定量性、再現性の保証 
当社の定量アッセイは、すぐに利用できるものからカスタム開発されたものまで、精密かつ完全に検証された手法により、 
お客様の研究およびバイオマーカーバリデーションの目的達成を支援します。当社のターゲットアッセイとパネルは、 
幅広い生化学クラス、代謝経路、生理学的プロセスにわたる1000以上の代謝物や脂質をカバーしており、あらゆるアプ
リケーションに最適にカスタマイズすることが可能です。

ターゲットアッセイは、薬力学を迅速かつ正
確に確立し、トランスレーショナルスタディ
を促進し、有効性と安全性を評価し、市販後
調査研究に情報を提供するために重要なもの
です。 

複数のマトリックスに対応しているため、マ
イクロバイオーム研究やバイオプロセスな
ど、様々なアプリケーションからより深い知
見を得ることができます。

探索から製品化まで、ターゲット代謝物アッ
セイでバイオマーカーを追跡することによ
り、生物学的理解を深めることができます。 

バイオマーカーの役割は、新しい適応症や 
ターゲット、患者のセグメンテーション、新
しい作用機序の情報を提供するために拡大し
ています。メタボロンは、バイオマーカーの
使用状況に応じて、規制基準に準拠した試験
の整合性と高品質なデータ生成を保証するた
めに、お客様をサポートします。 

メタボロンのグローバルなメタボロミクスに
よるシステム全体像に加え、マイクロバイオ
ームに焦点を当てた一連のターゲットアッセ
イから得られる知見も追加します。 

マイクロバイオーム関連分析物の効果を絶対
定量で測定し、マイクロバイオーム関連活性
を最も正確かつ体系的に把握できます。 

既存のターゲットアッセイパネルがお客様の
ニーズを満たさない場合、当社の経験豊富な
科学者チームがお客様の興味ある分野に特化
したカスタムアッセイを作成します。当社
は、メタボロームの全領域から1,000を超える
代謝物を網羅し、マルチプレキシングに対応
した数百種類のカスタムアッセイを開発して
います。 

当社の全アッセイは、研究用途のみ（RUO）また
は医薬品の臨床試験の実施基準（GCP）/医薬
品臨床試験における試験室管理基準（GCLP）
および臨床検査室改善法 （CLIA）用にバリデー
トされています。

創薬・開発サイクル 
全体への情報提供

バイオマーカーの開発と 
バリデーション

マイクロバイオームの 
機能を明らかにする カスタムアッセイ開発



グローバルアッセイ

5,400以上の代謝物

70の主要パスウェイ

パネル・ターゲットアッセイ

1,100種の個別脂質
▶ リン脂質、スフィンゴ脂質、中性脂質など14種類の脂質が一度に定量できる独自

のプラットフォーム。

450以上の代謝物をカバー、 
すぐに使える絶対定量分析
▶ 目的適合性の高いバイオマーカーバリデーション

▶ 医薬品の臨床試験の実施基準（GCP）/医薬品臨床試験における試験室管理
 （GCLP）を遵守する能力。

▶ FDAバイオ分析法検証手引き2018年またはEMAバイオ分析法検証指針
2011年に従った広範な方法のバリデーション。

▶ 臨床検査室改善法（CLIA）および米国病理学会（CAP）により認定されたヒト試
料の診断検査に関する規制に従って、メソッドを開発／検証し、診断検査を実施
できる能力。

専門知識

200件以上の特許

2,000以上の公表文献

10,000以上の試験

技術の力

Precision Metabolomics™  

グローバルアッセイ
グローバルなメタボロミクス技術で、 

研究の網を広げる。5,400以上の代謝物*を 
70の主要生化学経路にわたって同定する。

Complex Lipid Panel™

私たちの洞察に満ちたリピドミクスアプローチは、 
最大で 1,100 脂質種/試料 を包括的に定量化します。

ターゲットアッセイ
特定の経路や代謝物に焦点を当て、 

研究およびバイオマーカーへの応用のために  
絶対定量を実現するカスタムあるいは 

事前開発された分析を行います。

*代謝物の数は、試料の種類/量によって異なります。



タ ー ゲ ッ ト ア ッ セ イ

バイオマーカー 
開発プログラムの中核

ターゲットアッセイは、当社の革新的なPrecision Metabolomics™技術による数百から
数千の代謝物のグローバルスクリーニングのフォローアップとして理想的な方法です。 
バイオマーカーの候補を特定した後、増え続ける1,000種類以上の代謝物や脂質の中
から開発済みのアッセイを選択するか、カスタムアッセイの開発を開始することが
できます。アッセイは研究または臨床試験の設定に役立てることができます。

発見 開発 商業化

Precision Metabolomics™ 
グローバルアッセイ

グローバルなメタボロミクス技術で、
研究の網を広げる。5,400以上の 
代謝物*を70の主要生化学経路に 

わたって同定する。
ターゲットアッセイ

特定の経路や代謝物に焦点を当て、 
研究およびバイオマーカーへの応用のために  

絶対定量を実現するカスタムあるいは 
事前開発された分析を行います。

臨床診断 
バイオマーカーを商業的な 

診断検査に発展させましょう。

候補 
バイオマーカー

研究用 
バイオマーカー

検証済み 
バイオマーカー 臨床試験用試験 診断

*代謝物の数は、試料の種類/量によって異なります。



タ ー ゲ ッ ト ア ッ セ イ

専門家によるコンサルティングで 
バイオマーカー開発を支援します。
各プロジェクトは、規制要件やプロジェクトのスケジュールなど、お客様の
アッセイニーズを決定するために科学者同士の協議が行われます。その際、
既存のアッセイ、カスタム開発アッセイ、またはその両方を組み合わせて、
これらのニーズを満たす最適な方法を検討します。 

代謝経路に関する深い組織的知識とメタボロームベース質量分析に関する深
い専門知識により、バイオマーカーの候補を選択します。その後の研究また
は試験の重要な側面を明確に定義し、アッセイと多重化スキームが最も効果
的にお客様のニーズを満たすことに重点を置いています。

お客様のニーズに応じてアッセイをカスタマイズし、 
RUO用に開発・バリデートすることも、GCP/GCLP 
下で実施することも可能です。 

メタボロンは、バイオマーカー開発の全過程における
専門知識により、バリデートされたアッセイ開発およ
び解析のための優れたパートナーとなっています。 

進むべき道を決める
▶ GCPまたはRUO

▶ 開発済みアッセイまたは
カスタムアッセイ

サンプル試験と報告書 

▶ サンプルの受入管理、
CoC（Chain of Custody） 
追跡による管理

▶ 検証済みLIMS環境でのデータ
管理用プロジェクト専用ワーク
シートの作成

▶ 調査結果の報告および次の 
ステップの計画

専門家による科学的コンサルティング 

▶ ニーズ・制約の把握

▶ 技術的な実現可能性の評価

▶ 参考資料・手法の評価

▶ 規制ニーズへの対応



医薬品開発におけるターゲットアッセイ

研究目的 
ISO 9001:2015規格に準拠した定量代謝物
アッセイまたはカスタムアッセイ開発がす
ぐに利用可能です。 

第I相、第II相、第III相 
臨床試験 
目的適合性の高いバイオマーカーバリデー
ション 

FDAバイオアッセイ法バリデーションに関
する手引き2018年またはEMAバイオアッセ
イ法バリデーション指針2011年に従った 
広 範 囲 な メ ソ ッ ド バ リ デ ー シ ョ ン で 、 
GCP/GCLP規格に準拠する能力。 

臨床診断 
CLIAの規制および米国病理学会（CAP）の
ヒト試料を用いた診断検査の基準に従っ
て、方法を開発し検証する能力。 

サポート能力 
▶ 専門家によるコンサルテーションと日常的な 

科学者間のコミュニケーション 

▶ バイオマーカー試験のあらゆる側面をサポートする 
科学者、メソッド開発、サンプル分析の専門家による
専門チーム 

▶ 経験豊富なプログラムマネージャーによる 
プロセス全体の監督 

▶ プロセス、データ、報告書の独立した品質保証の 
レビュー 

基礎研究 発見 前臨床開発
第I相試験 第II相試験 第III相試験

規制当局への
届出および/ 
または承認と
発売

臨床開発 



1,5-アンヒドログルシトール

7α-ヒドロキシ-4-コレステン-3-オン (C4)

アシルカルニチン類 

ADMA/SDMA（一酸化窒素経路）

アミノ酸

β-ヒドロキシ酪酸（3-ヒドロキシブチリック酸）

胆汁酸

バイオフリュードマイクロバイオームパネルl

分岐鎖アミノ酸

中枢性炭素代謝

コレステロール代謝

Complex Lipid Panel

クレアチニン

脂肪酸の代謝

遊離脂肪酸

ぶどう糖

ヒスタミンおよびヒスチジン

耐糖能異常パネル

インドール類／尿毒症

インスリン抵抗性パネル

マロニルカルニチン

金属補因子および有害金属

神経伝達物質およびホルモン

組織中のオキシリピン

ポリアミン類

プリン異化作用

クアントス®IGT 試験（耐糖能異常）

クアントス®IR 試験（インスリン抵抗性）

唾液中コルチゾール

唾液腺HETE

唾液中p-クレゾール硫酸塩 

皮脂脂質パネル

セロトニン

短鎖脂肪酸パネル（SCFA）

スフィンゴシン1-リン酸

皮膚角層脂質パネル

ストレスおよび気分のホルモン 

硫酸化胆汁酸

総コレステロール

総トリアシルグリセリド（TAG） 

トリメチルアミノオキシド（TMAO）

トリプトファン/キヌレニン

尿素サイクル

尿中カテコールアミンおよびセロトニン

バンコマイシン

ビタミンD

実行可能なアッセイ 神経疾患 代謝疾患
筋障害・ 

ミトコンドリア 
機能

免疫系、感染症、 
COVID-19 循環器疾患 糖尿病 腸内環境・健康 健康・福祉 癌

肝疾患・非アル 
コール性脂肪性肝
疾患・非アルコー

ル性脂肪性肝炎
腎機能 子癇前症、

妊娠糖尿病 内皮機能 炎症・酸化
ストレス 骨の健康 皮膚の健康 老齢化 マイクロ 

バイオーム 安全性・毒性 ラボ開発試験

https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-15Anhydroglucitol-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-7alphaHydroxy4cholesten3oneC4-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Acylcarnitines-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-ADMASDMANitricOxidePathway-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-AminoAcids-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-BetaHydroxybutyrate3HydroxybutyricAcid-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Bile-Acids-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-BiofluidMicrobiomePanel-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-BranchedChainAminoAcids-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-CentralCarbonMetabolism-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-CholesterolMetabolism-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/09/Metabolon-Panel-ComplexLipids-MP.CLP_.210930.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Creatinine-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-FattyAcidMetabolism-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-FreeFattyAcids-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Glucose-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-HistamineHistidine-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-ImpairedGlucoseTolerancePanel-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-IndolesUremicToxicity-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-InsulinResistancePanel-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-MalonylCarnitine-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-MetalCofactorsToxicMetals-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-NeurotransmittersHormones-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-OxylipinsTissue-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Polyamines-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-PurineCatabolism-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-QuantoseIGT-QIGT-TIGv4.0.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-QuantoseIR-QIR-TIGv4.0.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-SalivaryCortisol-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-SalivaryHETE-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-SalivarypCresolSulfate-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-SebumLipidPanel-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Serotonin-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-ShortChainFattyAcidPanel-SCFA-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Sphingosine1Phosphate-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-StratumCorneumLipidPanel-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-StressMoodHormones-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-SulfatedBileAcid-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-TotalCholesterol-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-TotalTriacylglyceridesTAGs-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-TrimethylaminoxideTMAO-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-TryptophanKynurenine-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-UreaCycle-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-UrinaryCatecholaminesSerotonin-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-Vancomycin-211111.pdf
https://www.metabolon.com/wp-content/uploads/2021/11/Metabolon-TA-VitaminD-211111.pdf
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メソッドバリデーションの提供 
メタボロンは3段階のメソッドバリデーションを提供しています。探索的（研究志向、最小限のバリデーション）、非GCP、GCP（医薬品の臨床試験の実施基準）
の3つです。GCP実験および受け入れ基準は、産業用FDAバイオ分析法検証手引き2018年に規定されています。非GCPの実験および受け入れ基準は、ガイダンスか
ら転用されたものであり、目的に応じたものであるため、GCPを必要とする試験には適さないことになります。

評 価 対 象 パ ラ メ ー タ

校正用標準器の直線性、精度、正確性
QCの精度および正確性
定量下限値
選択性
キャリーオーバー
希釈精度
抽出回収率（精度を示すためにも使用）
試料安定性試験-ベンチトップ安定性
試料安定性試験-凍結融解安定性
二次計器
平行性
マトリクス効果試験
特異性
試料安定性試験-長期安定性
抽出物の安定性試験
射出安定性試験
溶液安定性試験 

QA評価

探索 非GCP GCP

(1回) (3回) (3回)

(1段階、精度のみ) (3段階) (3段階)

(1回) (3回) (3回)

(1回) (3回) (3回)

(1回) (3回) (3回)



メタボロン社は、メタボロミクスに特化した 
世界有数のヘルステクノロジー企業です。 

メタボロン社は、20年以上の経験と絶え間ないイノベーションにより、業界最先端の代謝物測定技術を生み出
しました。 

業界をリードするデータとトランスレーショナルサイエンスの専門家が、ライフサイエンスにおける最も困難
で差し迫った問題を解決し、研究を加速させ、開発を成功に導くお手伝いをします。メタボロンは、創薬から
臨床試験、製品ライフサイクル管理に至るまで、スケーラブルでカスタマイズ可能なメタボロミクスソリュー
ションを提供しています。

当社の実績ある技術により、研究者は異なる研究や研究室間でデータを比較し、タイムリーで専門的、かつ費
用対効果の高い方法で何十万もの試料を処理することができます。 

私たちは、100の生物種と500の疾患における10,000以上のプロジェクトを通じてメタボロミクスの専門知識を
磨いてきました。その結果、生命科学の全分野にわたって、Nature、Cell、Science などの科学雑誌に2000以上の 
論文を発表しています。

米国ノースカロライナ州 
リサーチ・トライアングル・ 

パーク

ドイツ・ミュンヘン

+1 (919) 572-1711
info@metabolon.com
www.metabolon.com

617 Davis Drive, Suite 100, Morrisville, NC, 27560
© 2021 Metabolon, Inc. 無断転載を禁じます。EB.TGA.211111

メタボロミクスが研究にもたらす 
パワーと洞察に関しては、 
metabolon.comでご確認 
いただけます。

https://www.metabolon.com/
mailto:info%40metabolon.com?subject=%5BRequest%5D%20More%20Info%20About%20Metabolomics
https://www.metabolon.com/
https://www.metabolon.com/

