
細胞外⼩胞の研究は，これまで疾患や医療応⽤の観点から注⽬されることが多かったように思いま
す．しかし，驚くほど多様な細胞外⼩胞が形成され，多様な⽣理作⽤を⽰すことが明らかになりつ
つある今，より基礎的な観点から，その形成，伝播，作⽤について，メカニズムをしっかりと理解
することが必要でしょう．近年，内因性および外因性の細胞外微粒⼦に関する研究が進められ，細
胞外⼩胞に関する基礎研究の⼤きな成果が上がりつつあります．本書は，サイエンスとしての細胞
外⼩胞研究のおもしろさを浮き彫りにすることを狙いとしています．

本書へのご出稿のポイント
● ⽇本分⼦⽣物学会（12/1〜）で先⾏販売します!
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細胞外⼩胞の⽣物学 （仮題）

◆ エクソソーム ◆ マイクロベシクル ◆ 形成・放出メカニズム
◆ オートファジー ◆ 細胞⽼化 ◆ 細胞分化 ◆ 再⽣ ◆ 免疫 ◆ 腫瘍免疫
◆ がん転移 ◆ 臓器連関 ◆ 1分⼦・超解像イメージング ◆ プローブ
◆ 糖鎖解析
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序文     中野明彦（理化学研究所）、吉森 保（大阪大学）、華山力成（金沢大学） 

１）概論（仮）            華山力成（金沢大学） 

 

 第１章 細胞外小胞の形成と伝播のメカニズム                           

１）細胞外小胞の量と質の制御：形成と放出のメカニズム（仮）   小根山千歳（愛知県がんセンター） 

２）バーコード化細胞外小胞を用いた形成と動態の網羅解析（仮）      小嶋良輔（東京大学） 

３）細胞老化と遊離核酸断片を含む細胞外小胞（仮）      高橋暁子（がん研究会） 

４）Exoプロテオミクスによる細胞外小胞の動態解析（仮）      今見考志（京都大学） 

５）細胞外小胞の形成・放出と異質性（仮）         福田光則（東北大学） 

６）オートファジーによる細胞外小胞形成（仮）        吉森 保（大阪大学） 

 

第２章 細胞外小胞の生理作用と生体応答                              

１）分化再生と細胞外小胞（仮）          山下 潤（京都大学） 

２）T細胞分化と細胞外小胞（仮）          山野友義（金沢大学） 

３）免疫機能と細胞外小胞（仮）          石井 健（東京大学） 

４）ウイルス感染と細胞外小胞（仮）        佐藤好隆（名古屋大学） 

５）腫瘍免疫と細胞外小胞（仮）          諸石寿朗（熊本大学） 

６）がん転移と細胞外小胞（仮）       星野歩子（東京工業大学） 

７）肝疾患の病態伝播と細胞外小胞（仮）         江口暁子（三重大学） 

 

 第３章 多様な細胞外小胞                                        

１）一次繊毛が形成する細胞外小胞（仮）         池上浩司（広島大学） 

２）メラニン小胞（仮）        景山達斗（神奈川県立産業技術総合研究所） 

３）植物の細胞外小胞（仮）        濱田隆宏（岡山理科大学） 

４）酵母の細胞外小胞（仮）         吉田知史（早稲田大学） 

５）細菌集合体が形成する細胞外小胞（仮）         田代陽介（静岡大学） 

６）細菌の電気共生と細胞外小胞（仮）        岡本章玄（物質・材料研究機構） 

７）細胞移動により形成される細胞外小胞（仮）    Li Yu（精華大学）※ 翻訳 吉森 保 

 



 第４章 細胞外小胞研究の新技術                                  

１）1細胞計測による細胞外小胞放出の可視化（仮）        白崎善隆（東京大学） 

２）1分子・超解像イメージングによる細胞外小胞動態解明（仮）      鈴木健一（岐阜大学） 

３）ナノポアデバイスを用いた細胞外小胞の 1粒子解析 （仮）       龍崎 奏（九州大学） 

４）蛍光プローブの結合反応に基づく細胞外小胞解析（仮）       佐藤雄介（東北大学） 

５）ナノ流体デバイスを用いた細胞外小胞の単離と分析（仮）    許  岩（大阪府立大学） 

６）超微細チップを用いた細胞外小胞の 1粒子 1分子計測（仮）    渡邉力也（理化学研究所） 

７）ナノワイヤ技術による細胞外小胞の網羅的捕捉と解析（仮）    安井隆雄（名古屋大学） 

８）糖鎖解析による細胞外小胞多様性の解明（仮）        秋吉一成（京都大学） 
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