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ZE5 Cell Analyzerによる
”シングル”エクソソーム解析

Flow Cytometry

高分離能
405 nmレーザーによる第
二FSCにより、微粒子の
分解能が向上

ビーズにエクソソームを捕捉
することなく、シングルエクソ
ソームを直接分離・検出可能

迅速
短時間の前処理のみで
エクソソームを解析可能

フローサイトメトリー法であれ
ば、従来の標準的な単離方
法で必要な、10時間以上かか
る超遠心分離などが不要。

高感度
100 mW 405 nmレーザー
の第二FSCにより、微粒
子の検出が向上

サイズが小さいため、表面抗
原量が限られるエクソソーム
を高出力レーザーにより、
高感度検出可能
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細胞培養液

超遠心分離
100,000 g 70 min@4℃

超遠心分離 x 2
100,000 g 70 min@4℃

0.22μｍフィルター

密度勾配遠心
100,000 g 18hr @4℃

細胞培養液

遠心分離
10,000 g 1 hr@4℃

0.1μｍフィルター

抗体染色など

図２：エクソソーム単離プロセスの標準法とフローサイトメトリー法の比較
標準法では複数回の超遠心分離や、長時間の密度勾配遠心分離などを経るため、22時間程度の時間が必要。
一方、フローサイトメトリー法では遠心分離後はフィルター処理などの短時間の処理を経て、測定を行うことが可能。

標準法 フローサイトメトリー法

測定

測定

抗体染色など

◼ 100 mW 高出力レーザー

◼ 405 nm 第二FSC検出器

◼0.2μm インラインフィルター

◼シース液＝ DI水

◼Sort Grade DI Water

ProFlow Sort Grade Water
(カタログ番号:1451083)

高出力レーザーにより、
抗原が少ないエクソソー
ムに結合した蛍光標識
抗体を高効率に励起し、
高感度に検出可能

標準的な488 nmのFSC
よりも、微小粒子の分離
能が高く、検出感度も高
い

シース液に脱イオン水（DI)を採用し
ているため、実験室ですぐに新鮮な
シース液を準備可能で、シース液
の濾過が不要。

0.1μmフィルターを2回通して、
滅菌済のDI水であるProFlow
Sort Grade Waterを販売

内蔵シース流路に0.2μm 
インラインフィルターを装備
しているため、シース由来
のノイズを軽減

図１：シングルエクソソーム検出に有用な
ZE5 Cell Analyzerの機能



Exosomes Analysis

図３：488 nm FSCと405 nm 第二FSCを用いた微小粒子検出の測定結果比較
フローサイトメーターに標準搭載されている 488 nm FSC と、ZE5 Cell Analyzer の 405 nm 第二FSC によるサイズビーズ
の測定結果。488 nm FSC（左図）では 0.2μm と 0.5μm ビーズが近接している。一方、405 nm FSC（右図）では両集団
が明確に分離されており、エクソソームなどの微小粒子測定における 405 nm 第二FSC の有効性が示された。0.2μmと
0.5μmビーズの集団中心間の距離を示す赤矢印にご注目ください。

488nm FSC
(一般的な前方散乱光検出）

405nm 第二FSC
(小粒子前方散乱光検出）

サイズゲート 抗CD63+/CD81+抗体染色

図４：ZE5 Cell Analyzerによるエクソソームの測定結果

左図：サイズビーズにより、405 nm 第二FSC検出器の感度調整をおこなった。中央図：MCF-7細胞（ヒト乳腺がん由来）
の培養上清から単離したエクソソームをSSC と 405 nm 第二FSC で展開しゲートをかけた。右図：CD63-FITC抗体(カタ
ログ番号：MCA2142F）とCD81-APC抗体で染色した結果。

これらのデータによりZE5 Cell Analyzer の第二FSCにより、捕捉ビーズを用いずに、シングルエクソソームを直接測定で
きることが示された。

検出器調整



表１：ZE5 Cell Analyzerによるエクソソーム分析の利点

カタログ番号 品名

12004279JA ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム

[搭載レーザー]：355/405/488/561/640 nm （※ 第二FSC検出器付）

12004278J1SPD ZE5 Cell Analyzer 4レーザー 24蛍光検出SPD付システム

[搭載レーザー]：405/488/561/640 nm 

12004139J1SPD ZE5 Cell Analyzer 3レーザー (V/B/YG) 20蛍光検出SPD付システム

[搭載レーザー]：405/488/561 nm 

12004276J1SPD ZE5 Cell Analyzer 3レーザー(V/B/R) 17蛍光検出SPD付システム

[搭載レーザー]：405/488/640 nm

Ordering Information

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社

C11967L 2208c

ライフサイエンス www.bio-rad.com

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ TEL:03-6361-7000 FAX:03-5463-8480

*学術的お問い合わせは TEL:03-6404-0331 FAX:03-6404-0334

※価格は2022年8月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。
※価格(税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本カタログに記載されている製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

取扱店
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関連資料
• Blluletin 7101J ZE5 Cell Analyzerを用いたフローサイトメトリーによるエクソソーム検出と分析
• Bulletin 7101 Flow Cytometry - Based Exosome Detection and Analysis Using the ZE5 Cell Analyzer
• Bio-Rad News Vol.13 フローサイトメトリー – エクソソームなど小胞研究を革新するキープレイヤー
• エクソソーム抗体カタログ

エクソソーム検出の向上

◼ 405 nm 第二FSCを用いた小粒子検出器（SPD)による高分解能・高感度
検出

◼ 100 mWの高出力レーザーにより、抗原が少ないエクソソームに結合した
蛍光標識抗体を高効率に励起

◼ 最大27蛍光検出機能により、表面抗原のみならず、エクソソーム内抗原
の検出も可能

◼ 存在比率が少ないエクソソームも高流速分析により、短時間検出

ノイズ低減

◼ シース液に脱イオン水（DI)を採用しているため、実験室ですぐに新鮮な
シース液を準備可能

◼ 0.1μmフィルターを2回通して、滅菌済のDI水であるProFlow Sort Grade 
Water
(カタログ番号1451083)を提供

◼ 内蔵シース流路に0.2μmインラインフィルターを装備しているため、シー
ス由来のノイズを軽減

◼ ウェル間/チューブ間でプローブを空中で洗浄するフローティング・ウォッ
シュステーションにより、キャリーオーバー率を0.2%以下

使いやすい
◼ ユニバーサルローダーにより、チューブとプレートをモジュールの付け替

えなしにシームレスに使用可能
◼ スタートアップ自動で実行可能、タイマー予約実行も可能


