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データベース横断検索
神経  検索  検索語句詳細    ご意見・ご要望

データベース検索結果

細胞バンク  21件

各種臓器由来の細胞を主に収集し、各種検査を実施して高品質
な細胞を提供。

遺伝子バンク  793件

ヒト、チンパンジー、カニクイザルやマウスの完全長ｃDNAク
ローンの作製・収集・分譲ならびに配列の公開。

実験動物研究資源バンク  0件

ヒト疾患モデルマウス(生活習慣病モデル、ネフローゼモデル、
心筋症モデルなど)の収集と提供。

メディカルバイオリソース・データベース  10件

ヒト疾患の研究のためのヒト試料と実験動物の所在情報を収
集・公開。

薬用植物データベース  4件

重要薬用植物約100種について、植物基本情報、生薬・処方関連
の情報の公開。

GeMDBJ  197件

遺伝子の多型情報とその発現情報を公開。

Open TG-GATEs  0件

131の化合物をラット個体およびラット・ヒト肝細胞へ曝露した
際の遺伝子発現情報および毒性情報を公開。

TargetMine  0件

創薬ターゲットの絞り込みを支援する統合データベース。

難病研究資源バンク  5件  

難病の治療法や診断法などの研究をサポートするための試料を
分譲。

希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器  21件

難病の治療薬や機器などの情報を提供。

ヒト組織バンク 0件

患者への十分な説明と同意のもとに摘出されたヒト組織を匿名
化などの個人情報保護に係る手続きを厳格に行った上で、研究
者に分譲しています。

日本人由来B細胞株・DNAバンク 0件

約2,000名の日本人由来のＢ細胞を不死化した細胞株と、同細胞
株から抽出されたDNAを分譲しています。

医薬基盤研究所 | クレジット 
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難病研究資源バンク検索結果
神経  難病研究資源バンク 検索  検索語句詳細    ご意見・ご要望

全:5件  1 /1  ページ 前へ 次へ     難病研究資源バンク HP

疾患 試料種別 収集機関 疾患情報

神経線維腫症Ｉ型 
Recklinghausen's disease type I

DNA 
DNA 山口大学 難病情報セ

視神経脊髄炎および同関連疾患 
Neuromyelitis optica (NMO) / NMO spectrum disorder

DNA 
DNA 九州大学 難病情報セ

視神経脊髄炎および同関連疾患 
Neuromyelitis optica (NMO) / NMO spectrum disorder

血清 
Serum

九州大学 難病情報セ

視神経脊髄炎および同関連疾患 
Neuromyelitis optica (NMO) / NMO spectrum disorder

血漿 
Plasma

九州大学 難病情報セ

視神経脊髄炎および同関連疾患 
Neuromyelitis optica (NMO) / NMO spectrum disorder

DNA 
DNA 九州大学 難病情報セ

医薬基盤研究所 | クレジット 
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検索結果

データ番号をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。

データ番号 動物種 対象疾患 系統名 対象遺伝子

33 マウス 糖尿病 NOD/Shi/Jcl-TgN(INS-TRX) hTRX(thioredoxin)

40 マウス 糖尿病 TgN(TNF) TNF-α

72 マウス C57BL/6Cr Slc-TgH(IP)snaru,
DBA/1J-TgH(IP)snaru IP

90 マウス 巨大結腸症NID C57BL/6-TgH(Ncx<-/->) Ncx

104 マウス 129/SVJ-TgN(Ankhzn)2 Ankhzn

121 マウス 精神神経疾患 B6.129-Hpca<-
>TgH(Hpca)17ktm Hpca

137 マウス 骨粗鬆症 BDF1/Tg Hpoc-Hosf1-6 human osteoblast stimulating
factor-1

141 マウス 骨粗鬆症、癌転移、炎症 TgN(Osteopontin) Osteopontin

143 マウス 前歯欠損 c-fos KO c-fos

145 マウス メラノサイト増多症 BDF1-TgN(hHK14HGF)43 HGF

146 マウス メラノサイト増多症 C57BL/6-Tg(hk14SCF) Kitl

165 マウス アレルギー、炎症 C57BL/6-TgH(Bcl6) Bcl6

176 マウス 炎症、喘息 TgN(CD156) CD156

199 マウス 免疫 C57BL/6-TgN(lckBcl6) Bcl6

217 マウス 免疫不全症、自己免疫疾患 C57BL/6-TgH(Lnk) Lnk/Sh2b3

218 マウス 免疫不全症、自己免疫疾患、ア
レルギー性疾患 C57BL/6-TgH(IL-5Rα) IL-5Rα

221 マウス IL-1 receptor antagonistノック
アウトマウス IL-1 receptor antagonist

268 マウス 癌、免疫 C57BL/6-TgN(IgBcl6) IgBcl6

272 マウス 肥満細胞腫 SCFトランスジェニックマウス SCF

282 マウス C57BL/6Cr Slc/129SV-
TgH(EP4)snaru、 EP4

HOME  > リソース検索  > カテゴリー指定検索
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リソース詳細情報

項目名 内容

データ番号 20130126

対象疾患 泌尿生殖器系疾患（胎盤機能不全）

動物種 マウス

発症形式

モデル名

系統名 B6Mecp2tm1Mitoh

別名 Mecp2_e2 欠損マウス

背景系統 C57BL/6J

系統の分類 近交系

対象遺伝子 ノックアウト（Mecp2_e2）

誘発物質

特徴

開発形態 自家開発

文献・導入 J Biol Chem 287(17); 13859-13867, 2012

HP

分与の可否 条件付可

分与形態

研究成果の扱い

樹立者 伊藤雅之

維持機関 独立行政法人　国立精神・神経医療研究センター

担当者 伊藤雅之

備考 共同研究

データ更新日 2013-08-12

DB登録日 2014-03-28

HOME  > リソース検索  > 検索結果  > 詳細情報
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