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超 遠 心 法は 、
理 論 的に 偏りの 無い 回 収 が 可 能で、
且 つ 成 分 非 公 開 の 分 離 用 試 薬を
含まない 状 態で回 収 出 来る点で
優 れていると考えられます。

Optima MAX-XP/TL

超遠心法を用いた
エクソソームの分離精製

Ultracentrifuge

　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。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30～120nm）で、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。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、エクソソームは細胞間の情報伝達機能
の一部であるとみられています。
　そのため、エクソソームの分類に関しての研究分野は近年非常に注目を集め
ています。しかし、確立した分離精製プロトコールが存在しないことから、条件
の異なる方法で精製されたエクソソームのデータが蓄積されているのが現状
です。同じ条件で精製されたデータを蓄積し、比較することが望まれています。
　そこで、今回は、九州大学大学院薬学研究院 革新的バイオ医薬創成学講座 
原田結助教と松田大介先生に、エクソソームの分離精製手法につきまして寄稿
していただきました。

九州大学大学院薬学研究院　革新的バイオ医薬創成学講座 

User's Interview

エクソソームの分離精製手法CASE5：

　私たちの研究室では、虚血肢における血管新生について、マウス

下肢虚血モデルを用いた研究を行っています。その中で、これまで

ほとんど報告の無いエクソソーム中のmicroRNAについて解析を

進めています。

　エクソソームは遊走性を持ち、特定の細胞への情報伝達を担い、

その種類は多岐に渡ると考えられています。例えば、内包するタン

パク質や核酸の組成、膜の表面抗原、大きさや密度が異なっている

ものが知られています。このように豊富なバリエーションが存在す

るため、分類に関して多くの研究が行われ論文が発表されていま

す。一方で、その分離/精製方法も多岐に渡り、それぞれに一長一

短あることから、画一的なプロトコールに従って精製されたエクソ

ソームに関するデータ蓄積が出来ていないのが現状と考えていま

す。これまでに最も多く用いられてきた手法は超遠心法であり、後

述のような各種条件を勘案すると、実験内容にも依りますが現状で

は最善の選択肢であろうと考えています。

　エクソソームの精製は超遠心法のほかに、CD63やCD81などを

膜表面に保有していることを利用した抗体・磁気ビーズなどによる

精製法や、エクソソームを特異的に得ることが出来ると言われてい

る各種試薬法が知られています。それぞれは分離/精製のアプロー

チが異なり、粒子サイズ、 表面抗原、析出のし易さなどを利用して

います。

　抗体・磁気ビーズ法は大型機器を必要としない簡便な方法です

が、特定の抗原のみを利用しているため、その抗原を持たないもの

は原理的に分離することが出来ません。現状では精製段階でセレク

ションがかかるので、それを前提に解析を進めなければなりませ

ん。例えば抗CD63抗体をターゲットとした場合、CD63を持たない

エクソソームは分離されない一方で、CD63を持つ血小板・膜小胞

体はすべて分離されますので、不純物が多くなる場合があります。

原田 結 先生 松田 大介 先生

固定角ロータ TLA-110 TLS-55ロータ

Optima MAX-XP
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Fig.2   動的光散乱によるサイズ分布
超遠心法により分取したエクソソームを動的光散乱装置Nanosightにより解析した結果
です。

参考文献
1) Clotilde Thery et al.,  Isolation and Characterization of Exosomes from 

Cell Culture Supernatants and Biological Fluids.  Current Protocols in Cell 
Biology (2006) 3.22.1-3.22.29

Fig.1   エクソソーム分離のプロトコール 1）

生が手軽に使える実験機器の一つになってきています。今後の研

究の流れとして、エクソソームの回収については、超遠心法が一般

化していくことで種々のデータの信頼性は向上し、互いに比較可

能な情報の蓄積に繋がることが期待されます。非常に重要な研究

分野の一つであるが故に、研究の裾野を広げ、バイアスのかから

ないデータを収集しつつ、新たな実験手法が洗練されていくこと

でしょう。

動的光散乱法で粒径解析すると、エクソソームとは異なるより大き

な位置にピークが立つことで確認出来ます。但しこれは、エクソソー

ムが特定の表面抗原を特異的に持つことが立証されれば、これ以

上ない精度で分離が可能になるかもしれません。実際、血球系分

離キットなどはこのようにして精度を向上させてきました。

　一方試薬法は、試薬をサンプルに混ぜて1,500xg程度の遠心力

で15分間ほど遠心するだけでエクソソームが分離されるという方

法です。原理としてはサンプル内にある巨大分子の溶解度を下げる

ことで析出させるというものです。しかし、これら試薬の成分は一般

に非公開であり、最終産物は他の方法と比較して明らかに大きな

ペレットを形成することから、収量が多いのに加えてエクソソーム

以外の成分（試薬由来含む）がペレットに含まれていることが考え

られます。実際に試薬のみを分析した結果、エクソソームよりも小

さい微小な粒子の存在が認められました。このため、製品によって

は試薬による精製後に磁気ビーズなどの抗体法によって精製する

ことを推奨しているものもあります。従って、回収したエクソソーム

を細胞や動物に作用させる系を構築する場合にはどうしても二次

精製が必要になりますので、結果として手間も掛かる上に回収効率

も下がることになってしまいます。

　超遠心法は言ってしまえば昔ながらの力技ですが、一番確実とも

言えます。前述の細胞分離の系でも言えることですが、例えば末梢

血から全白血球を回収しようと思えば、フィルターやビーズなどを

使わずに、遠心するのが確実です。超遠心法での精製プロトコール

はFig.1の通りです。得られたペレットを動的光散乱により解析する

と直径100nm付近にエクソソームのピークが得られます（Fig.2）。

この方法は他の方法と比較して、理論的に偏りの無い回収が可能

で、且つ成分非公開の分離用試薬を含まない状態で回収出来る点

で優れていると考えられます。

　尤も、いずれの方法に関しても抗体による蛍光標識を行わない

動的光散乱法での解析のみでは粒子のサイズしか確認出来ないた

め、エクソソームと同じ位置に検出される不純物が存在している点

には注意が必要です。現在でも電子顕微鏡で粒子の確認を行うこ

とが確実とされていますが、誰でも手軽に使用出来る機材ではない

ことから一般化は難しいようです。

　エクソソームやmicroRNAはその扱い難さから、一定のコンセ

ンサスの得られた解析方法が無いというのが現状です。上述のよ

うな様々な精製方法が開発されてきた経緯の一つには、超遠心機

を使用する敷居が高いと感じられた時代があったことが考えられ

ます。しかし現在ではその安全性・利便性は大幅に向上し、大学院

上清 

ペレット
（エクソソーム＋タンパク質）

ペレット
（エクソソーム）

ペレット
（細胞などのデブリス）

 
 

10,000 xg,
 30 min

100,000 xg,
 70 min

100,000 xg,
 70 min

PBSを加えて
洗浄

 

血漿

超 遠 心 機は 、
現 在では その 安 全 性・利 便 性は
大 幅に 向 上し、大 学 院 生 が
手 軽に 使える実 験 機 器 の 一 つに
なってきています。

3



エクソソーム精製の第一選択は超遠心法となっており、ペレッティングによる方法と密度勾配遠心による方法の2つの精製方
法があります。この2つの方法の一例をご紹介いたします。

2つの精製方法のうち、多くの場合はペレッティングによる方法が選択されます。
密度勾配遠心は、プロテオーム解析等を行う場合にアルブミンなどのサンプルに
含まれるタンパク質と分離する目的や、動的光散乱法による粒径解析をする目的
の際に用いられています。また、固定角ロータを用いた精製が数多く行われていま
すが、最近では、エクソソームは遠心チューブへの吸着が懸念されるため、スウィン
グロータを用いて、チューブ壁面への吸着を最小限にする方が望ましいと言われて
います（Fig.1）。そこで、培養上清などのサンプルは、フロア型超遠心機 Optima 
X シリーズでSW 55 Ti、SW 41 Ti、 SW 32.1 Tiを推奨しています。マウス血漿な
どの微量サンプルは、卓上型超遠心機 Optima MAXシリーズでTLS-55 または
MLS-50を推奨しています。

ペレッティング法
Fig.2に固定角ロータTLA-110によるペレッティング法の一例を示しました。培養
上清等から細胞やデブリスを粗遠心により除き、その上清からエクソソームをペレッ
ティングして精製します。多くの文献では、エクソソームの回収に10 ～ 20万xgで
70分間遠心処理を行っています。

密度勾配遠心法
Fig.3にSW 41 Tiを用いた一例を示しました。まず粗遠心で細胞破片やデブリス
の除去を行います。その上清を10,000xgにて細かなデブリスを除去、100,000xg
にてエクソソーム分画をペレッティングします。このペレットをPBSに溶解し、ショ糖
やイオジキサノールで作成した勾配層の上に重層し、100,000xgにて密度勾配遠
心を行います。密度勾配の例をTable 1に示しました。遠心後、フラクション分けを
行い、エクソソーム分画を集めます。この操作によりエクソソームをタンパク質や膜
小胞から単離することができます。ショ糖やイオジキサノールを除くために、集めた
フラクションを100,000xgで遠心し、得られたペレットをPBSで懸濁して再度遠心
し、エクソソームを回収します。

超遠心機を用いたアプリケーションノート

エクソソームの精製Centrifuge

固定角ロータの場合

遠心力

遠心力
チューブの側面に
エクソソームが付着する
場合があります。

：粒子の流れ
ペレット

ペレット

スウィングロータの場合

Fig.1　固定角とスウィングの違い

Fig.3　SW 41 Tiを用いた密度勾配遠心法の例

Fig.2　TLA-110を用いたペレッティング法の例

Table 1  SW 41 Tiを使用した際の勾配層の例

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

培養細胞懸濁液など

上清

ペレット
（細胞、細胞破片）

ペレット
（デブリス）

上清

10,000xg, 45min 

ペレット
（エクソソーム＋タンパク質）

100,000xg, 90 min 

フラクション（エクソソーム）

密度勾配遠心

ペレット（エクソソーム）

ペレット（エクソソーム）

100,000xg, 1hrPBSによる溶媒置換

100,000xg, 1hr

100,000xg, 18hr

750xg, 15min x 1
2,000xg, 15min x 1

培養上清など

300 xg,
10 min

2,000 xg,
10 min

10,000 xg,
30 min

100,000 xg,
70min 

100,000 xg,
70 min 

ペレット
（細胞）

ペレット
（死細胞）

ペレット
（細胞などのデブリス）

上清

上清

上清

ペレット
（エクソソーム+タンパク質）

PBSを加えて
洗浄

ペレット（エクソソーム）
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遠心分離法の2回目の今回は、浮上分画法をご紹介します。

遠心分離法の種類について
　 浮上分画法

Centrifuge

ベックマン博士の一口メモ

これは、サンプル溶液よりも密度が小さい成分を浮かせて分離する方法です。

代表例として血清からリポタンパクを分離する場合があります。

元 リ々ポタンパクは超遠心機を用いて密度の違いよって分離していたので、成分名はそれを表しています。

善玉コレステロールとも呼ばれるHDLは（High Density Lipoprotein）、悪玉コレステロールと呼ばれるLDLは（Low Density Lipoprotein）、

VLDLは（Very Low Density Lipoprotein）ということになります。

この分離は、NaClあるは､ NaBrなどの密度調整液を血清に加えて遠心して、その調整液の上層にリポタンパクを浮上させて回収します。

VLDL回収後に下層から一定量を別の遠心チューブに移し、再び別のNaCl比重調整液を加えて混和後に遠心し、浮上したLDLを回収します。

沈殿からはHDLを回収します。

右図のフローチャートは、卓上型超遠心機とTLA-120.2ロータを使用したリポタンパク分離

のプロトコールです。

1mL肉厚PCチューブを使用して、VLDL、LDL、LP（a）、HDL1を順番に、100,000rpm

（435,000 xg）2.5時間の遠心をして浮上させて、回収しています。（弊社 Application Note 

DS-693より）

遠心分離法
ペレッティング（Pelleting）

浮上分画法（floating）

このように浮上分画は、文字通り浮かせて回収するものです。これは、ペレッティング時に沈降

しない上清を回収することとは違う遠心分離法であることがわかっていただけたでしょうか？

次回は、密度勾配遠心の2つの方法に関してご説明します。

その2 

レートゾーナル法（Rate Zonal Technique）

等密度遠心法（Isopycnic technique）

今回ご紹介の
遠心法

分画遠心法（Differential Centrifugation）

密度勾配遠心法（Density Gradient Centrifugation）

NaCl
密度調整液①

VLDL LDL

混和後に
超遠心分離

LDL
＋
HDL

HDL
＋
血中蛋白など

下層を別の
チューブに移し、
密度調整液②を
加えて混和後に
超遠心分離

血清
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近年、フローサイトメーターで同時に取得できるパラメーター数は飛躍的に増え、より詳細に網羅的
に細胞解析が行えるようになってきました。しかし、パラメーター数が増えると、データ解析が複雑に
なってきます。そこで、Kaluzaソフトウエアは、誰でも簡単に直観的に使える多次元フローサイトメー
ター解析ソフトウエアとして開発されました。
今回、Kaluza解析ソフトウエアに、お手頃価格で30,000円からお使いいただける1年版のライン
アップを追加しました。まずは、フリーソフトウエアで使用感を30日間お試しください。

多次元解析例

直観的なラジアルメニュー（日本語にも対応）

多次元解析ソフトウエア

Kaluzaニューラインアップ
お手頃価格の１年版発売

Flow  
Cytometry

― 直観的なソフトウエア ―
Kaluzaソフトウエアは、マウスを右クリックすることで使用可能な

メニューをすべて表示するラジアルメニューを採用しました。ヒスト

グラム上やワークスペース上でマウス右ボタンをクリックすると、

必要なメニューをラジアルメニューとして表示します。最少のマウス

ボタン操作でデータ解析を行うことができます。

また日本語パックをインストールすると、表示を日本語化し、より誰で

もわかりやすくお使いいただけます。

― 多次元解析機能 ―
Kaluzaソフトウエアには、多くの多次元解析をサポートする機能が

あります。多次元パラメーターの相関を網羅的に1つのプロットで

表示できるTreeプロットやRadarプロット、そして、多くの多次元

データを逐次的に解析できるバッチ処理機能は、多次元データを

効率的に解析し、アトラクティブなデータ解析ができます。

さらに、動的ゲート解析を組み合わせることで、ゲートを移動させる

と同時に、プロット上のすべてのデータ結果が更新されるので、瞬

時に全体の結果がわかります。

Kaluza ソフトウエア

Treeプロット
複数のパラメーターの相関解析を
統計値として一元的に示します。

Radarプロット
複数のパラメーターの相関解析ができる
プロットです。

複数のデータの比較プロット
複数のデータの統計値をKaluza内で一元的に比較できます。
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― 自動とマニュアルの蛍光補正機能 ―
Kaluzaには、自動蛍光補正機能がついています。単染色のリストモー

ドデータとマルチカラーのリストモードデータがあれば、自動的に最

適な蛍光補正値のマルチカラーの解析結果が表示できます。また、

Logicle表示と高精細プロットで、マニュアルでの蛍光補正も正確に

行うことができます。

― 様々なデータ出力形式 ―
Kaluzaで解析した結果は、画像データ、統計値データ、リストモード

のイベントチャンネルデータ、印字データをファイルとして出力するこ

とができます。また、画像データは、PowerPointなどへドラッグ＆ド

ロップでコピーすることができます。

高精度表示と
Logicle Off

パワーポイントへ画像を
ドラッグ&ドロップ

統計処理値の出力

高精度表示と
Logicle ON

高精度表示とLogicle ONにすることで、各集団の中央値が視覚的に捉えるこ
とができ、蛍光補正を正確に行えます。

動作環境

OS

・Windows® 7 32bit オペレーティングシステム
・Windows 7 64bit オペレーティングシステム
・Windows Vista® 32bit オペレーティングシステム Service Pack 2
・Windows XP 32bit オペレーティングシステム Service Pack 3

CPU 3GHz 以上推奨　メモリ 2GB 以上

モニタ 1024×768 以上 （1280×1024 以上 推奨）

データ FCS2.0またはFCS3.0対応
ベックマン・コールター社製FCM、BD社製FCM データに対応

その他

GPU ： GPU コンピューティングプロセッサ
OSが Microsoft Windows XP 32bit、Microsoft Windows 7 
32bit、Microsoft Windows 7 64bit でnVidia® TESRA 
C2050/2070 カードがインストールされていている環境では、パフォー
マンスが向上します。

製品番号 製品名 価 格（税別）

A84174 シングルユーザー（1年版） ￥30,000

A82959 シングルユーザー ￥350,000

A85788 3 ユーザー ￥750,000

A82960 5 ユーザー ￥1,200,000

まずは、30日間のフリーソフトウエアでお試しください。
ダウンロードは、
http://www.bc-cytometry.com/index.htmlから。

Kaluzaソフトウエア 検索
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Application 
Support

Accessory

Agencourt Reagent

Validated
Software

Biomek 
Automation 

System

Agencourt
Automation

Agencourt（アジェンコート）試薬キットは、常磁性磁気
ビーズを用いた核酸精製法「SPRIテクノロジー」を用いた
核酸抽出・精製用試薬キットです。
様々なサンプルからのDNAあるいはRNAの抽出・精製
を行うことが可能なAgencourt製品は、高い性能に加え
て、低コストで、かつハイスループット化しやすいようにデ
ザインされています。

ベックマン・コールターのラボラトリーオートメションシステム 

Biomekシリーズは様々なアッセイをユーザー自身で自動化すること

が可能な自動分注システムであり、Agencourtを用いた核酸抽出・

精製の工程を自動化することが可能です。

AgencourtとBiomekにより、核酸抽出・精製のスループットを飛

躍的に高めることができ、さらにヒューマンエラーや実験者間の差を

軽減させ、データの信頼性を向上させます。

アッセイのスループットに合わせて、Biomek 4000、Biomek NXP、

Biomek FXP のプラットフォームを用意しており、各Agencourt製品

の実施のために最適化されたプログラムをご用意しています。

自動分注機、試薬の両者を手掛けるベックマン・コールターならではの、

ソフト面、ハード面を含む総合的なソリューションをご提供します。

ラボラトリーオートメーションシステム & 核酸抽出・精製試薬 

核酸抽出・精製試薬キット 「Agencourt」 の
Biomekによる自動化でアッセイをより迅速に、より精確に

Laboratory 
Automation & 

Genomics
Reagent

Biomek機種別　最大プレート処理枚数および所要時間

Biomek 4000
Biomek NXP Biomek FXP

Multichannel Span 8 Single-Multi Hybrid
PCR産物精製

89 min 2 plate 30 min 3 plate - 59 min 6 plate 59 min 6 plate
AMPure XP
DNA シークエンス反応精製

114 min 2 plate 28 min 3 plate 50 min 1 plate 40 min 6 plate 40 min 6 plate
CleanSEQ
RNA精製

60 min 1 plate 60 min 3 plate 60 min 1 plate 60 min 3 plate 60 min 3 plate
RNAClean XP
DNAサイズセレクション

140 min 1 plate - - - 110 min 1 plate
SPRIselect
プラスミド抽出

- 13 min（Part1） 
22 min（Part2） 1 plate - 59 min（Part1）

41 min（Part2） 4 plate 59 min（Part1）
41 min（Part2） 4 plate

CosMCPrep
組織からのDNA抽出

- 75 min 3 plate 82 min 1 plate 90 min 4 plate 90 min 4 plate
DNAdvance
血液からのDNA抽出

- 150 min 1 plate 150 min 1 plate 150 min 1 plate 150 min 1 plate
Genfind v2
培養細胞からのRNA抽出

- 120 min 1 plate 185 min 1 plate 135 min 2 plate 185 min 1 plate
RNAdvance Cell v2
組織からのRNA抽出

- - 157 min 1 plate - 157 min 1 plate
RNAdvance Tissue
血液からのRNA抽出

280 min 1 plate - 210 min 1 plate - 210 min 1 plate
RNAdvance Blood
FFPEからのDNA/RNA抽出

- - 180 min 1 plate - 180 min 1 plate
FormaPure
植物からのDNA/RNA抽出

- 80 min 3 plate - 80 min 3 plate 80 min 3 plate
ChloroPure

* 上記時間は標準的なプロトコルおよびシステム構成に基づき算出しています。分注条件によって前後する場合があります。
* 記載の無い組み合わせでも、自動化を行うことが可能です。また、Biomekは高い汎用性を持ち、さらに処理枚数を増やしたい場合や、その他のアッセイを自動化したい場合でも対応可能です。

詳細はベックマン・コールターまでお問い合わせください。
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ベックマン・コールターのMET ONE（メットワン）ブランドは、世界60か国以上でご愛顧いただいている気中パーティ
クルカウンターのリーディングブランドです。3400シリーズは、吸引量28.3L/分と大吸引量50L/分、100L/分の3
タイプを用意しており、軽量・コンパクトで持ち運びやすく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間
を大幅に短縮しました。操作はカラータッチパネルを採用し、USBメモリでのダウンロードも可能です。保証期間3年の
長寿命半導体レーザーを光源としており、長期間にわたって安定した性能を提供します。

業界初のSimply Paperless！

気中ポータブルパーティクルカウンター
3400シリーズ

Particle  
Counting

3400シリーズの特長

パーティクルカウントデータをPDFへ変換!

ベックマン・コールターは、
粒子測定に関するあらゆるソリューションをご提供します！

■ 28.3 L・50 L・100 L/分の吸引量から
選択可能

■ グレードAエリアを10分で実証可能
（100L/分タイプ）

■ FDA 21 CFR Part11準拠の
PDFデータへ変換（オプション）

■ カラータッチパネル/日本語表示

長寿命レーザー光源3年保障
Long Life LasersTM

Simply 
　Paperless

紙ベースの煩わしいデータ管理から

解放されます。
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いつでも安心して機器をご使用いただけます
多くの機器が導入されるこの時期、機器の維持もご検討
されてはいかがでしょうか。
ベックマン・コールターが提供するアフターサービスには
保守契約があります。機器に精通したサービスエンジニア
が、ご購入いただいた機器の保守に努めます。

お客様の資産を長く安定してお使いいただくために。

保守契約で
維持に関わる労力の軽減を

Service
Division

日々機器をお使いになられているお客様には、トータル保守契約を

お勧めします。定期保守点検だけでなく、緊急修理時に使用した部品

（一部適用外）および弊社サービスエンジニアの技術料、出張料金を

含んだ総合的なパッケージです。

フローサイトメーターのトータル保守契約にはアプリケーションサポー

トも含まれており、新しく機器をお使いになるお客様に大変好評です。

年1回の定期保守点検だけで十分というお客様には、シンプル保守

契約がお勧めです。保守点検により機器が維持され、急な故障が

あった場合も修理にかかった部品代のみで済みますので出費を抑え

ることができます。

ご使用状況に合わせて、さらに内容が充実したトータルプラス保守

契約もお選びいただけます。

ベックマン・コールターの保守サービスは、お客様より高い評価をいただいています。

http://www.beckmancoulter.co.jp/product/product01/customer_satisfaction.html
トレーニングと経験に裏付けられた技術で、お客様の大切な資産を守ります。

最適な保守契約を

高品質のサポートを提供します

保守契約のメリット
急な出費を抑え、維持にかかる費用を予算化できます。
修理見積が不要でダウンタイムを軽減できます。
常に最良の状態となり、安全に使用できます。
定期的な点検で機器の寿命を延ばすことができます。
訪問サポートなど、充実したアプリケーションを得られます。

サービス項目
保守契約タイプ

トータルプラス トータル シンプル

定期保守点検 ● ● ●

訪問修理 ● ● ●

修理時交換部品 ● ● -

アプリケーション訪問サポート* ● ● -

製品別特典 ● - -

トータルプラス保守契約 製品別特典 

高速冷却遠心機、超遠心機 駆動部年間保証

フローサイトメーター（セルアナライザー） レーザー年間保証

粒子物性関連機器 稼働性能適格性確認（1回/年）

早期契約特典

ゴールデンフューチャー

機器導入時の締結で、トータルおよびトータルプラス
保守契約を特別割引でご提供します。

対象機器 … 高速冷却遠心機、超遠心機、フローサイト
メーター、粒子物性関連機器

*フローサイトメーターのみ。回数に制限があります。

1.

2.

3.

4.

5.

各種保守契約の
ご案内
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どなたでも、どのような場所でも、高性能なフローサイトメーターをお使い
いただくために開発された、コンパクトフローサイトメーターです。FITCの
蛍光感度は、＜30MESFと従来の機器の3～5倍の蛍光感度を持ち、レー
ザーは、1レーザーから3レーザーまでフレキシブルにアップグレードでき
ます。

ハイパフォーマンス　コンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX

研究の効率化・高速化に欠かすことができないラボオートメーション、自
動分注装置。ベックマン・コールターの長年のノウハウに基づいて設計さ
れたフレキシブルで信頼性の高いラボラトリーオートメーションシステム
Biomekシリーズは、ハイスループットスクリーニングから複雑な実験系
まで最高水準の自動化を提供し、研究のスピードアップを促進します。

ラボラトリーオートメーションシステム

Biomekシリーズ

フローサイトメトリー製品をご紹介

第14回日本再生医療学会
展示・セミナー開催

Exhibition
Information 

2015年3月19日（木）〜21日（土）　会場：パシフィコ横浜　会議センター

ランチョンセミナー

展示

3月19日（木）　12：00 ～ 12：50　第6会場（419）

3月19日（木）～21日（土）　展示会場

「肝硬変に対する
修復再生治療」

寺井 崇二 先生　
新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器内科分野
教授

森尾 友宏 先生
東京医科歯科大学　学院発生発達病態学分野（小児科）
教授
医学部付属病院細胞治療センター長

パシフィコ横浜 会議センター 4F
演 題

演 者

座 長

ベックマン・コールターでは、培養などを自動化するラボラトリーオートメーションシステム、細胞解析のフローサイトメー
ター、細胞分取のセルソーターなど、細胞解析をトータルでサポートする製品をご紹介します。

ランチョン
セミナー会場
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年が明けてあっという間に1か月が過ぎましたね。今年も忙しい1年と
なりそうです。
さて、2015年最初のProgressoには九州大学 原田先生・松田先生
のインタビューを掲載しております。ほかにもKaluzaソフトウエア1年

ライセンスの登場など、気になる情報満載です。ぜひご一読ください。
今年も有用な情報をどんどんお届けしてまいります。次号もお楽し
みに。 ＜ くり ＞

編 集 後 記

2015.2-12700（L）

アナライザー One Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

Cytomics FC 500コース
＜東京ビジョンセンター＞　3月16日（月）、4月7日（火）、30日（木）、5月14日（木）、28日（木）、6月9日（火）、23日（火） 

Galliosコース
＜東京ビジョンセンター＞　3月6日（金）、4月22日（水）、5月20日（水）、6月24日（水）

Galliosプロトコル作成パーソナルトレーニング
＜東京ビジョンセンター＞　3月6日（金）、4月22日（水）、5月20日（水）、6月24日（水） 

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

セルソーター Two Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

フローサイトアプリケーションセミナー
http://www.bc-cytometry.com/support&service/flowcyto_seminar.html

MoFlo XDPコース
＜東京ビジョンセンター＞　3月12日（木）～13日（金）、4月16日（木）～17日（金）、5月11日（月）～12日（火）、6月18日（木）～19日（金）

MoFlo Astrios コース
＜東京ビジョンセンター＞　3月26日（木）～27日（金）、4月23日（木）～24日（金）、5月18日（月）～19日（火）、6月25日（木）～26日（金）

展示会 / セミナー　

第14回 日本再生医療学会総会 
3月19日（木）～3月21日（土）　会場：パシフィコ横浜 会議センター

展示 / セミナー

第59回  細胞周期解析の基礎と応用　2015年3月5日（水）　東京ビジョンセンター 

第60回  FCMの基礎　2015年4月9日（木）　東京ビジョンセンター

第62回  FCMの基礎　2015年5月15日（金）　東京ビジョンセンター 

第63回  アポトーシスの基礎　2015年6月11日（木）　東京ビジョンセンター

※ベックマン・コールター 社内セミナー /トレーニングは、Webサイトからお申し込みください。


