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要旨

エクソソームの精製及び解析は近年急速に進んでおり、エ
クソソーム関連の論文の 70%以上はここ 6年以内の論文で
す（2014 年現在）。多検体や広範囲のエクソソーム研究を
行う際の困難な課題の一つに、同品質の密度勾配をマニュ
アルで多数作製することが挙げられます。また、施設間で
密度勾配作製のプロトコルを統一することは、研究者の手
技に依存するため難しいのが現状です。さらに、サイズお
よび濃度調整にもより精度が求められます。密度勾配作製
にはこのような課題があるため、エクソソーム分離精製の
標準プロトコルの確立ができていませんでした 1。本アプリ
ケーションノートでは、費用効果の高い大規模なエクソソー
ム精製および迅速な解析の一例を示すとともに、前述した
困難な課題に対するソリューションを提案します。ラボラ
トリーオートメーションシステムである Biomek 4000 を用
いた再現性の高いハイスループットな勾配作製により、ス
ケールアップに対するソリューションを示しました。そし
て、超遠心機 Optima シリーズを用いて、再現性の高いエ
クソソーム分離精製を行い、DelsaMax CORE によりサイズ
と濃度に関する TEM解析を迅速に行いました。

序論

細胞外小胞の存在は何十年も前から知られていましたが、
技術的な要因により、微小胞（マイクロベシクル）とアポ
トーシス小体のコンタミネーション無しに、エクソソーム
を単離できるようになったのはごく最近になってからです。
エクソソームの分類および効率的な分離精製プロトコル作
成の研究分野は近年非常に注目を集めています。エクソソー
ムを単離する場合、クロスコンタミネーションを避けつつ
単離できるシステムを用いることが極めて重要となります。
また、コンタミネーションの問題に加え、密度勾配遠心の
サイズと濃度の精度を向上させる必要もあります。

エクソソームは、ほとんどすべての細胞種から放出される
膜小胞（直径約 30 ～ 120 nm）で 2,3、血漿や他の体液から
簡便に入手でき、タンパク質、mRNA、およびmiRNA を含
んでいます 4,5。そのため、エクソソームは治療用バイオマー
カーとしてだけでなく、診断用バイオマーカーとしても注
目されています。

また、エクソソームは抗腫瘍作用と促進腫瘍作用の両方に
関係するとともに、細胞間の情報伝達機能の一部であると
みられています 6。以前の研究から、密度勾配超遠心分離法
を使用したエクソソームの単離法が示されており、精製後

のサイズと濃度のより具体的な確証を得る取り組みも報告
されています 2,7。

本アプリケーションノートにおいて自動分注装置、遠心機
および動的光散乱粒径測定装置（DLS）を用いたエクソソー
ムの精製および解析のワークフローを示しました。Biomek 
4000 により大量に再現性良く密度勾配溶液を作製し、超
遠心分離により精製しました。超遠心機による密度勾配遠
心は、生体高分子を簡便に密度によって分離することがで
きます。密度ごとに分けられたエクソソームを含む生体高
分子を複数のフラクションにし、その中に含まれる粒子サ
イズをDLS である DelsaMax CORE で粒径を測定しました。
DLS は電子顕微鏡と比べて、次の３つの優位点があります。
（1）エクソソーム粒子を溶液中で解析することができる。
（2）統計的有意性がある。（3）コストと時間が少なくて済
む。電子顕微鏡は数百個の粒子の解析に数時間かかります
が、DLS は数千のエクソソームのサイズ測定を 1分で行う
ことができます。

より高速、より正確なエクソソーム解析

図1.  Biomek 4000ワークステーションのデッキレイアウト

密度勾配遠心用溶液の調製に必要なツールを示しました。
（1）24 ポジションチューブラック 1個配置：遠心管は既存の 24
ポジションチューブラックに配置しソフトウェア上で新規ラブ
ウェアを登録。（2）P1000 ワイドボアチップラック 1 個配置。
（3）液体搬送用の P1000SL シングルピペッターツール 1個配置。
（4）リザーバモジュラー容器に分注元溶液を配置。

動的光散乱粒径測定装置は、溶液中での
数千のエクソソームのサイズ測定を
1分で行うことができます



エクソソーム精製

Jurkat 細胞の培養液中からのエクソソームの精製

密度勾配の調製
Biomek 4000 により、P-1000SL シングルピペッターツール
および P1000 ワイドボアチップを使用し、密度勾配を作製
しました（図 1、2）。柔軟性の高いコントロールソフトウェ
アを採用しており、作製したいチューブの本数だけではな
く、各勾配の容量を簡単に設定することができます。遠心
チューブ（13.2 mL,　製品番号 331372）は、24 穴チューブ
ラックにセットしたものを Biomek のデッキ上に配置しま
した。勾配作製時の界面の乱れを最小限に抑えるためにツー
ルの液面検知機能を使い非常に遅いスピードで溶液の分注
を行いました。今回は表 1に示すような、勾配層を作製し
ました。

表1.  密度勾配

勾配層
密度
(g/mL)

容量 (mL)
% イオジキサノール

（ショ糖 0.25M、PH7.5）
1 1.160 3 40
2 1.147 3 20
3 1.133 3 10
4 1.120 2 5

分画遠心分離および密度勾配遠心分離
対数増殖期の Jurkat 細胞（最終の細胞密度はほぼ 1× 106 
cells/mL、Vi-Cell XR を使用してカウント）の懸濁液を、滅
菌した 50 mL コニカルチューブに入れ、750 xg で 15 分
間遠心分離して細胞を沈殿させました（遠心機：Allegra 
X-I5R、ロータ：SX4750A）。その上清を 2,000 xg で 15 分
間遠心分離して死細胞および大きいデブリスを除きました。
さらに、その上清を 4°C、10,000 xg で 45 分間遠心分離し
小さなデブリスを取りいた後（遠心機：Optima XPN、ロー
タ：SW32Ti）、0.22 µmのフィルタで濾過しました。

粗遠心と濾過によりデブリスを除いたサンプルを SW32Ti
ロータおよび超遠心機 Optima XPN を使用し、100,000 xg
で 90 分間遠心しました。エクソソームを含む沈殿物をリン
酸緩衝食塩水（PBS）1 mL で再懸濁させ、作製した密度勾
配上に重層し、4°C、100,000 xg で 18 時間遠心しました（遠
心機：Optima XPN、ロータ：SW41Ti、最大加速、最大減速）。

チューブ内の溶液を 20 フラクションに分け、最上部の 2フ
ラクションは 1 mL、中央の 14 フラクションは 600 µL、最
下部の 4フラクションは 400 µL としました。それぞれの
フラクションを、TLA120.2 ロータを用いた卓上型超遠心機
Optima MAX-XP で、100,000 xg で 1 時間遠心分離し、エク
ソソームを沈殿させました。

沈殿物を PBS 1.2 mL で再懸濁させ、再度、同条件で遠心す
ることで、DelsaMax CORE 解析を妨げる可能性のある余分
なOptiPrep™（60%イオジキサノール）を取り除きました。
最終的に沈殿物を PBS 100 µL で再懸濁させました。

エクソソームのサイズ分布の解析

20 個のフラクションを -80°C で 48 時間凍結した後、室温
で解凍し、このサンプルをDelsaMax CORE を使用して粒径
測定しました。各フラクション 20 µL を DelsaMax CORE の
キュベットに入れ（最低量 4 µL）、25°Cで同じフラクショ
ンを計 3回測定しました。分析時間は 1回当たり約 20 秒
です。測定溶媒として PBS を用い、代表的なDLS 手順で分
析し、光散乱から自己相関関数を作成しました。解析によ
り 1～ 10,000 nmの複数のピークが検出でき、生体試料の
サイズ分布を正確に表すため、結果を%質量分布としてプ
ロットしました。

考察

エクソソーム試料調製のサイズ分布の結果（図 3）は、エ
クソソーム単離において密度勾配遠心が重要なステップで
あることを示しています。前処理として超遠心機を用いた
上清回収（ステップ 3）とペレティング（ステップ 4）を行
うことで、細胞破片などのデプリスをエクソソーム試料か
ら取り除くことができます。しかしながら、タンパク質お
よび小さな高分子不純物は残ることが、分析の結果わかり
ました（図 3A）。このため、エクソソームを正確に単離し、
直径 30 ～ 120 nmの範囲の生物学的粒子だけを採取するた
めには、密度勾配遠心が必要であることがわかりました（図
3B ,ステップ 6）。中央に位置するフラクション8～12では、
より小さな高分子のコンタミネーションはありませんでし
たが、最上部および最下部のフラクションでは高い濃度で
不純物が存在していました（図 3B）。タンパク質は密度が
1.20 g/mL であるため、高密度の分画（15 ～ 20）における
タンパク質のコンタミネーションは理論通りとなります。
密度勾配には「スイートスポット」があると考えられ、直
径および密度に基づくと、フラクション 8～ 12 は超遠心
分離の際にエクソソームが集まるポイントと考えられます
（図 4A）。自己相関関数の振幅の増加で示されるように、生
物学的粒子の濃度も、この分画範囲において最も高いよう
でした（図 4B）。サイズ分布は、自己相関関数に対する指
数関数的減衰フィッティングから得られます。振幅が粒子
濃度の間接的指標であることに留意することが重要となり
ます。なお、濃度をDLS測定から直接得ることはできません。

エクソソーム単離において
密度勾配遠心は重要なステップです

図2.  密度勾配作製のためのメソッド画面

勾配作製時に界面の乱れを防ぐよう新規に分注テクニックを作
成。遠心管への分注は 0.1 mm単位で高さを指定。



ステップ 1
対数増殖期の Jurkat 細胞

1 × 106 cell/mL

ステップ 4
超遠心機（Optima XPN）によるエクソソームのペレッティング

(SW32Ti ロータ　100,000 xg, 90 min)

ステップ 3
超遠心機（Optima XPN）による

小さな細胞破片の除去 (SW32Ti ロータ 10,000 xg, 45 min)

ステップ 2
卓上用遠心機（Allegra X-15R）による

細胞および細胞破片の除去
(SX4750A ロータ 750 xg, 15 min / 2,000 xg, 15 min)

ステップ 6
密度勾配超遠心機（Optima XPN）による

タンパク質および他の膜小胞からのエクソソームの単離
(SW41Ti 100,000 xg, 18 hr)

ステップ 8
DelsaMax CORE による粒径測定

ステップ 5
Biomek 4000 による密度勾配の作製

ステップ 7
超遠心機（Optima MAX-XP）によるイオジキサノール

およびショ糖から PBS への溶媒置換
(TLA-120.2 ロータ 100,000 xg, 1 h)

より多くの研究が診断および治療におけるエクソソームの
広範囲におよぶ可能性に焦点を当てていることから、エク
ソソームが注目されています。そのため、再現性がある包
括的なエクソソーム精製方法が必要となっています。分画
遠心分離法と密度勾配遠心分離法とを組み合わせることで、
タンパク質凝集体および他の膜粒子のコンタミネーション
を最小限に抑えつつ、細胞懸濁液からエクソソームを再現
性良く濃縮することができました。

結論

本アプリケーションノートで、遠心分離から密度勾配調製
および超遠心分離を用いたエクソソーム精製のワークフ
ローを実証しました。卓上超遠心機 Optima MAX-XP 及び
超遠心機Optima XPN は使いやすく、高い再現性を提供し
ます。また、オートメーション装置 Biomek 4000 は研究者
由来のエラーの削減と作業の効率化に貢献します。DLS 分
析装置DelsaMax CORE により、正確性とスループットの上
昇ができます。これらの利点は、急速に成長するエクソソー
ム分野の研究に貢献します。

図3.  DelsaMax COREによるサイズ分布の結果

A) 密度勾配遠心のステップ無しに得たエクソソーム分画を、DelsaMax CORE によりサイズ分布を分析した結果です（n = 2）。ピーク
の中央値が 7～ 9 nmの間になっており、エクソソーム試料中にタンパク質が含まれていることが解りました。B) 密度勾配遠心後の各
フラクションを解析した結果です。フラクション 8～ 12 の質量のピークは 60 ～ 120 nmの間にあり、タンパク質のコンタミネーショ
ンはほとんどありませんでした。一方、フラクション 1～ 7およびフラクション 13 ～ 20 は高度のタンパク質が含まれていました。
分画 13 ～ 20 には直径最大 500 nmまでのより大きな生体高分子も検出されました。
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図4.  フラクションサイズの分布

A) エクソソーム試料の密度勾配フラクションの密度は 1.13 g/mL と 1.15 g/mL との間であり、そのフラクション内の直径のピークは
80～120 nmの間で安定していました（フラクション7~12）。一方、前半のフラクションは小さな粒子が含まれており、後半のフラクショ
ンはサイズのばらつきが大きいことが示されました。このため、エクソソームは密度 1.13 ～ 1.15 g/mL と推定されます 8。オレンジ色
の領域のデータポイントは、サイズおよび密度に基づいてエクソソームである可能性が最も高いです。前半および後半のフラクション
でのタンパク質のコンタミネーションによる干渉を防ぐため、直径の範囲は 30 nmから 1,000 nmで測定しました。すべてのサンプル
で 30 nmよりも小さい粒子（例えばタンパク質）はすべて無視しました。B) 自己相関関数の振幅により推定されるように、エクソソー
ム粒子の濃度も、フラクション 8～ 12 の間にピークがありました。その他のフラクションの振幅は 0.10 未満で、かろうじてノイズレ
ベルよりも上でした。低い振幅レベルは、粒子がほとんど存在せず、データ精度が低いことを示しています。
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