nature.com
Picture information

Nature
A4.TITLE_SPRINGER
Metabolism
NATURE EXAMPLE
A4.Small headline

社会に大きな影響を与える肥満や糖尿病などの疾患に、代謝経

A4.subtitle_Our world-leading journals bring you
路がどのように影響するかを理解することが緊急課題となり、
sound
research
and ground-breaking discoveries
A4.Small
headline
代謝研究は成長し続けています。

A4.TITLE_SPRINGER
流を促進する Nature
Metabolism は、代謝研究の全領域の研
NATURE
EXAMPLE
A4.bodytext_Porum et ventus vendae net la nus natem
nieturita
atecta intius, ut rate num renim
代謝研究に関する質の高い研究を発表し、研究者間の知識の交
究者にとって不可欠なジャーナルです。

A4.subtitle_Our world-leading journals bring you
sound research
and ground-breaking discoveries
A4.Small
headline
A4.bodytext_Porum et ventus vendae net la nus natem
A4.TITLE_SPRINGER
nieturita atecta intius, ut rate num renim
NATURE EXAMPLE

A4.subtitle_Our world-leading journals bring you
sound research and ground-breaking discoveries

NEW
in Jan
2019

New in January 2019: Nature Metabolismnature.com

Nature Metabolism について
代謝経路が糖尿病、肥満、がん、神経変性疾患など、社会的な影響を伴う疾患
にどのように影響するかを理解するために、細胞の代謝および有機体の代謝の
分野での研究は、過去 10 年間に著しい成長を遂げました。
Nature Metabolism は、基礎生物学から基礎生物医学研究やトランスレーショナル研究
まで、代謝研究のあらゆる領域の論文を掲載し、細胞レベルあるいはさまざまな生理的
状況下での代謝過程や恒常性過程の理解を大きく前進させます。本誌に掲載される研究
は、主に、細胞の代謝が細胞機能に情報を伝える仕組み、臓器や組織の生理的性質や恒
常性、個体のエネルギー恒常性の調節、糖尿病や肥満などの代謝性疾患の分子病態生理
学的性質あるいはそれらの治療についての手掛かりを提供します。

Nature Metabolism は、全ての Nature 関連誌と同様に、専門エディターによる専任の
編集チーム、公正かつ厳格な査読過程、高水準のコピーエディティングと制作、迅速な
掲載、編集の独立性を特徴としています。

読者層
代謝研究のすべての分野における研究者を対象とします。Nature Metabolism は Nature

Research のポートフォリオの注目すべきギャップを埋め、研究が盛んなこの分野にお
いて、先端研究のためのフォーラムを提供します。真のコミュニティジャーナルとし
て、本誌は研究者間の知識の交流を促進し、基礎研究の科学者と産業界の研究者を結び
つけます。

利点
Nature Metabolism は、基礎細胞生物学、基礎生物医学およびトランスレーショナル研
究、臨床研究における重要な進歩を、コミュニティとの十分な理解と相互作用を持つ経
験豊富な専任の社内編集チームと、公平で厳密なピアレビュープロセスによる高水準の
編集基準によって発表します。

法人向けライセンス購読のメリット
オンライン先行発表論文（Advance Online Publication：AOP）
研究の詳細を提示する補足情報（図表や数字の元となった原始データを含む）

Nature Research 内だけでなく、外部リソースも含むレファレンスへのリンク
モバイルに最適化により、機関向けライセンスで購読中のコンテンツを、モバイル端
末でも活用が可能。

nature.com/natmetab
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Research Highlights
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Comment
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細胞生物学
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• 栄養の感知
• がん代謝
• 幹細胞代謝
• 代謝経路、ネットワーク、フラックス
• ミトコンドリア生物学
• オートファジー
• プロテオスタシス（タンパク質恒常性）
• 酸化還元シグナル伝達
• 老化
• 免疫代謝
• 微生物代謝
統合生理学および生物医学研究

• 脂肪組織、膵臓、肝臓、腸、筋などの代謝組織の生理学
• ホルモン、ニューロン、免疫あるいは微生物による個体のエネルギー恒常性の調節
• 糖尿病、肥満、NAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）/NASH（非アルコール
性脂肪肝炎）などの代謝性疾患

• 高血圧などのメタボリックシンドローム
• 心血管の生物学および代謝
• 脂質とコレステロールの代謝
• アテローム性動脈硬化
• 組織恒常性の免疫学的原理
• 組織間のクロストーク
• マイクロバイオーム研究
• 老化研究
• サーカディアンリズム
• 食事と栄養
• 環境からの合図への生理的応答
• 内分泌学
• 代謝研究における方法論の進歩
トランスレーショナル研究および臨床研究

• 代謝性疾患あるいはメタボリックシンドロームの治療
• 疾患の代謝経路を標的とする薬剤
• 栄養学的介入
• 運動生理学
• メタボロミクス

nature.com/natmetab

nature.com
チーフエディター：Christoph Schmitt
Christoph は、2010 年に Nature Reviews Cardiology および Nature Reviews Clinical
Oncology のエディターとしてネイチャー・リサーチに加わりました。2012 年には、
Nature Communications に異動して、生理学・疾患チームのマネージャーに昇進し、
心血管研究、代謝研究、老化研究を含む、生物医学研究やトランスレーショナル研究を
広範囲に扱いました。2018 年には、Nature Metabolism のチーフ・エディターに就任
しました。Christoph は、ウィーン大学（オーストリア）から薬学の博士号を授与され、
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（英国）でポスドクを経験しています。ポスドク
時代にはミトコンドリア機能の研究を行って、細胞のエネルギー代謝と細胞の増殖の関
わりを明らかにしました。
その他の編集スタッフについては、nature.com/natmetab/about/editors をご覧ください。

大学、企業、研究所等、法人のお客様は、nature.com 掲載のコンテンツを機関ライセン
スによって購読できます。無料トライアルのお申込み、購入方法やその他の詳しい情報
については、弊社セールス担当、もしくはお近くの購読代理店にお問い合わせ下さい。

シュプリンガー・ネイチャーは、発見
の進展に貢献するために、信頼性が
高く洞察に富む研究の出版を通して
新領域の知識の成長を支えるととも

お問合せ先

に、アイデアや情報への世界からの

シュプリンガー・ネイチャー

アクセスを可能にします。その実現

T 03-4533-8091

に向けて、図書館や研究機関をテク

F 03-4533-8081

ノロジーやデータのイノベーションを

E jpmarket@springernature.com
企業・病院のお客様（大学病院を除く）

E rd.japan@springernature.com

通して支援し、研究コミュニティーに
とっての重要な課題に真摯に取り組
んでいます。学術出版社であるシュプ
リンガー・ネイチャーは、Springer、

Nature Research、BioMed Central、
Palgrave Macmillan 、 Scientific

当社の製品およびサービスに関する情報については、

American といった信頼されたブラン

springernature.com/forlibrarians をご覧ください。

ドを有しています。
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