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細胞播種の事前準備

1-A の場合

1-B の場合

任意のピンセット

先の平たい水平ピンセット

1本

滅菌ガーゼ 適量

1本

 手順
（1-A） 任意のピンセットを用いて、 図 1の向きで円柱状の 3DハニカムBoosted を滅菌ガーゼ上に
 置いて図 2 の程度まで水分を除去する。

（1-B） 水平ピンセットを用いて、図 3 の向きで円柱状の 3DハニカムBoosted を掴み取り、そのまま
 圧縮して図 2 の程度まで水分を除去する。

（2） 水分を除去したスポンジを、円柱が自立する向きに合わせて 96well プレート等の培養器材
 に入れる。

図1. 脱水前の3DハニカムBoosted 図2. 脱水後の3DハニカムBoosted

図3. 脱水前の3DハニカムBoosted

　  注１：1-B の場合、圧縮後に 3DハニカムBoosted がピンセットに付着しやすいため、数が多い場合には 1-A の方が適している。

 用意する物
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細胞播種

手順

手順

（1） 50µL の細胞懸濁液をゆっくりと滴下し、図 4のように元の円柱状に戻ることを確認する。

 注 1：現在のところ 、 1×104 ~1×106 cells の細胞が培養可能であることを確認しています 。

（2） 4 時間～ 1 日後 、 3D ハニカム Boosted が十分浸るよう培地を加える 。
 例） 96 well プレート  ：150 µL 前後
  24well プレート ：1 mL 前後
  35mm ディッシュ ： 3 mL 前後
 注 2： 細胞播種後にすぐ培地を添加する必要がある場合は 、 播種された 細胞が流れ出ないようにゆっくりと 
  3D ハニカム Boosted に当たらないように添加する 。
 注 3 ：例えば 3Dハニカム Boosted に 1×104 cells 播種して 96well プレートで培養した場合 、培養数日後の
  時点で培地交換だけでは培地成分が不足し始めるため 、96well プレートでは約 1週間の培養が限界である 。 
  細胞播種数や培養期間によって 、 途中 から大きいサイズの培養器材へ移すか 、 最初から大きいサイズの
  培養器材の使用を検討する 。

 注 1： 以下は 1個の 3Dハニカム Boosted から細胞回収をする場合の手順であり、複数個の場合には使用する容器や
  添加する液量を適宜検討する。

（1） 35mmディッシュに PBS (-) を 4mL 入れる。
（2） 滅菌ガーゼの上に培養後の 3Dハニカム Boosted を置いて培地を除去する。  
（3） （1）の PBS (-) に 3D ハニカム Boosted を入れ、PBS (-) を含ませる。
（4） 滅菌ガーゼの上に 3Dハニカム Boosted を置いて PBS (-) を除去する。
（5） 3D ハニカム Boosted から培地の赤みが抜けるまで、（3）~（4）の操作を 4 回ほど繰り返す。  
  

     

細胞回収

用意する物

図4. 細胞播種後の3DハニカムBoosted

ピンセット

滅菌ガーゼ

PBS (-)

トリプシン

1本

適量

適量

適量
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DNA定量（事前準備）

 用意するもの

（6）  1.5mL チューブに 3Dハニカム Boosted を入れ、トリプシンを 100µL 添加して 37℃ 、
 5%CO2 で 5 分間インキュベートする。
（7）  3D ハニカム Boosted のポア内部を通すように培地 1mLを添加し、同じ培地をポア内部に
 数回通してから、 15mL 遠心管に回収する。
（8）  （7）の操作を再度行う。
（9）  15mL 遠心管を 1,000rpm、室温で 3分間遠心し、上清を吸引除去する。
（10）  細胞ペレットを任意の培地量で適宜懸濁する。

3DハニカムBoostedからのRNA回収

（1）  1.5mL チューブに 0.2%Triton™ X-100 を 400µL 添加する。
（2）  滅菌ガーゼの上に培養後の 3Dハニカム Boosted を置いて培地を除去する。
（3）  （1）の 1.5mL チューブに 3Dハニカム Boosted を入れ、ボルテックスする。
（4）  キャップロックを取り付け、100℃のウォーターバスで 10分間インキュベートする。
（5）  室温に冷めるまで静置してから、スピンダウンする。
（6）  キャップロックを外し、Proteinase K を 30µL 添加してボルテックスする。
（7）  キャップロックを再び取り付け、56℃のウォーターバスで 3Dハニカム Boosted が
 溶解するまでインキュベートする。
（8）  以降は、PicoGreen® などの DNA定量試薬を取扱説明書通りに使用する。

（1）  滅菌ガーゼの上に培養後の 3Dハニカム Boosted を置いて培地を除去する。
（2）  以降は、市販の RNA抽出試薬やキットを取扱説明書通りに使用する。
 注 1：使用する製品に合わせて適宜ホモジナイズを行う。

培養後の組織学的評価

（1）  コラーゲンならではの注意点はないため、一般的な手法で可能。
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ピンセット

滅菌ガーゼ

Triton™ X-100

Proteinase K

1本

適量

適量

適量

 手順


