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はじめに 

 

1. ヒト iPS細胞取扱いについて 

ヒト iPS 細胞ならびに、それらの遺伝子組み換え体は 組み換え生物ではありませんので、

法律的には、通常の細胞と同様に扱うことが可能です。 

しかし、ウィルスを用いて細胞への遺伝子導入を行っており、ウィルスが存在しないことを

可能な限り調べていないのであれば、ウィルスが存在しているとして扱うとの考えで対応をし

ている施設もあるようです。ヒト由来の場合、一般的な培養細胞についても、ウィルスの存在

を 100％否定することはできません。現行において、すべてのヒト由来培養細胞はBSL1であっ

ても、P2レベルで使用することが推奨されています。近年、それらのことを踏まえて液体窒素

タンク内の気相での保存が推奨されております。外側に真空の層をもつ大型のタンクや、液体

窒素吸着型の小型のタンクであれば、少ない液体窒素の量で低温を維持することができます。 

なお、当方より分譲を行っておりますヒト iPS細胞は、ウィルスが存在しないことを可能な

限り調べています。分譲手続きは、下記を参考にお願いいたします。 

http://cellbank.nibio.go.jp/cellinfo/ips/ 

 

2. ヒト iPS細胞培養実習について 

当方では分譲手続きをいただいた方を対象に細胞培養実習を無料で実施しております。随時

行っておりますので、個別に日程を調整させていただきます。実習当日は通常午後 2時に来所

いただき、約 3 時間で終了する予定です。実習内容は、 [概要説明 1 時間程度][解凍、細胞

分散、凍結の方法を見学][ご自身で細胞を分散し、播種する] となっております。実習で播種

された細胞は、位相差顕微鏡像をデジタル撮影し、翌々日以降にメールにて送付いたします。 

 

3. ヒト iPS細胞の培養法について 

ヒト iPS細胞はヒト ES細胞様の特徴を有し、多くはヒト ES細胞の培養法が応用されていま

す。海外では様々な手法により培養されています。一般的には、マウス胎児由来線維芽細胞 

(MEF)をフィーダー細胞として、Knockout serum replacement (KSR) を使用して培養維持し、

コラゲナーゼあるいはディスパーゼとスクレーパーを用いて継代されております。 

日本国内では、京都大学のヒト ES細胞培養プロトコール、ヒト iPS細胞培養プロトコールが

多く使われています。今回添付しております培養法は、ヒト ES細胞を培養するために海外で広

く使われているプロトコール、京都大学 iPS細胞研究所のヒト iPS細胞培養プロトコール、東

京大学より寄託されたフィーダーフリーで樹立されたヒト iPS細胞用のプロトコールの 3通り

を記載しておりますので、参考にしていただけましたら幸いです。 
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『MEFを用いた培養法』 

１．概要 
 海外で広く使用されているヒト ES 細胞の培養法です。マイトマイシン C にて不活性化したマウス胎児由来線維芽

細胞(MEF)をフィーダー細胞として、Knockout serum replacement(KSR)を使用して培養維持し、ディスパーゼとスク

レーパーを用いて継代します。 

２．培地  
市販培地を購入するかあるいは、下記組成にて調製します。 

【 市販培地 その１】 成育医療センター樹立MRC-5由来iPS細胞 JCRB1331,1327,1329,1338,1336に適応。 

iPS細胞用培地 iPSellon (カルディオCat No. 007001)  

iPS細胞用フィーダー細胞用培地 iPSeed(イプシード)( カルディオCat No. 007101) 

株式会社カルディオ (会社ホームページ) 

連絡先：〒６５０－００４７ 神戸市中央区港島南町１－５－５ 

神戸バイオメディカル創造センター(ＢＭＡ)２階 

ＴＥＬ：０７８－３０４－６１０１ ＦＡＸ：０７８－３０４－６１０３ 

【 市販培地  その2 】 京都大学CiRA樹立ヒトiPS細胞に適応。 

霊長類ES/iPS細胞用培地 Primate ES Cell Medium(リプロセルCat. No.RCHEMD001) 

 

【 MEF用培地 】 

組成 メーカー カタログNo. 用量  

DMEM high Glucose GIBCO 11965-092 450 mL  

Embryomax® ES Cell  Qualified fetal 

Bovine Serum（FBS） 

GIBCO 10439-024 50  mL -20℃または

-80℃保存 

合計   500 mL  

 

【 ヒトiPS細胞用培地 その１ 】 

成育医療センター樹立 MRC-5由来iPS細胞用培地JCRB1331,1327,1329,1338,1336に適応。 

培地使用期限：調製後 4℃で保管して 1週間 

試薬 メーカー カタログNo. 用量 備考 

KnockOut(TM)-DMEM/F12 GIBCO  400 mL  

MEM Non essential amino acid solution GIBCO 11140-050 4 mL 4℃保存 

L-glutamine GIBCO 25030-149 5 mL -20℃保存 

Knock out serum replacement GIBCO 10828-028 100 mL -20℃または

-80℃保存 

2-mercaptoethanol  

55mM solution 

GIBCO 21985-023 0.925 mL 4℃保存 

（注１）ヒトリコンビナントFGF-2(Sigma F0291)は使用時に添加する 

成育医療センター樹立ヒト iPS細胞は、FGF-2最終濃度が10 ng/mLになるように添加する。 

 

【 ヒトiPS細胞用培地 その 2 】 

京都大学ヒト ES細胞培養用組成、京都大学CiRA樹立ヒト iPS細胞に適応 

培地使用期限：調製後 4℃で保管して 1週間 

試薬 メーカー カタログNo. 用量 備考 

DMEM high glucose GIBCO 11965-092 200 mL  

F12 GIBCO 11765-054 200 mL  

MEM Non essential amino acid solution GIBCO 11140-050 4 mL 4℃保存 

L-glutamine GIBCO 25030-149 2.5 mL -20℃保存 

Knock out serum replacement GIBCO 10828-028 100 mL -20℃または

-80℃保存 

2-mercaptoethanol 

55mM solution 

GIBCO 21985-023 0.925 mL 4℃保存 

（注2）ヒトリコンビナントFGF-2(Sigma F0291)は使用時に添加する 

京都大学 CiRA樹立ヒト iPS細胞は、FGF-2最終濃度が4 ng/mLになるように添加する。 
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【 そのほか使用する試薬 】 

・0.1％ゼラチン 

・CMF-PBS 

・Dimethyl sulfoxide (DMSO): DMSO Hybri-MaxTM, Sigma D2650 

 

・[ Dispase ]  

＜10 U Dispaseストック溶液 : 10 mg/mL＞ 

   1 g（約1.0 U/mg）のディスパーゼ（Roche, Dispase II, neutral protease, grade II, 04942078001）をよく

冷却した100 mL の DPBS（-）で溶解し、0.22 µmフィルターで滅菌する。1mLずつ 15 mL遠沈管に分注して、-20℃

で保存。 

注意：溶解する時は、1 g 入りのビンの中にDPBS（-）を適量入れたのち蓋をし、しばらく氷上に置き、時々ビ

ンをやさしく振りながらゆっくりと溶解させる。ピペッティングで無理に溶かそうとせず、溶け残りがある場合

は溶解液のみを回収し、再びDPBS（-）を加えて作業を繰り返す。 

＜1 U Dispase : 1 mg/mL＞ 

  使用時に、10 Uのストック溶液を解凍し、DMEM（High Glucose）9 mL を加えて混和する。調製してから3日間 

使用可能。 

注意：ディスパーゼはロット差があるため、使用濃度の基本は 1 Uであるが、細胞で実際に試してみて DMEMの

液量を調整する、細胞での処理時間を調整する等が必要である。 

 

・[10 mM ROCK inhibitor（Y-27632）]  

5 mgのY-27632(WAKO, cat. No. 253-00513)を 1.48 mL の滅菌水で溶解し、分注して-20℃で保存。 

 

・[ FGF-2 調製液 ] 1 mg/mL FAF-BSA in PBS 

 50 mg/mL FAF-BSA in PBS （27ページ参照）をDPBS(-)で 1 mg/mL になるように希釈調製。4℃で保存。 

 

３．フィーダー細胞について 
 

 ES/iPS 細胞を未分化状態に保持するために、一般的にはマウス胎児由来初代培養線維芽細胞 (mouse embryonic 

fibroblast:MEF) がフィーダー細胞として用いられている1）。線維芽細胞といっても純粋な線維芽細胞ではなく、実

際には多くの細胞が混ざっている。マウスの系統は、各種細胞の樹立者が使用したものを使うのが望ましい。MEF は

マイトマイシン Cあるいはγ線照射により有糸分裂を不活性化して使用する。最近は、各社からマイトマイシンある

いはγ線照射処理済みのMEFが供給されている（表1）。各自で初代培養を行ってMEFを作成すると安価なように思え

るが、ES/iPS 細胞の未分化性を維持できるかどうかなどのチェックを含めると、ロット管理にかなり手間がかかる。

MEFではなく、樹立されたSTO細胞株を使用する場合もある2）。STO細胞 (ATCC,CRL-1503) は、Dr. Alan Bernstein 

により分離されたSIMマウス線維芽細胞のチオグアニンおよびウアバイン抵抗性亜系で、奇形癌腫 (EC) やマウスES

細胞のフィーダーとして用いられている。STO 細胞は容易に細胞を増やすことが可能であり、ほぼ MEF と同様に問題

なく培養できる場合もあるが、ES/iPS細胞との相性の問題があったり、４日間以上の培養には耐えられないなど、難

しい点もある。しかし、相性よく培養できる場合には、取り扱いが簡単で安価である。ネオマイシン抵抗性 (neor) 発

現ベクターおよび LIF発現ベクターを安定的に組み込んだ STO細胞 (SNL細胞、あるいは SNL 76/7 STO細胞、ECACC 

07032801) は、山中らのグループによるヒト iPS細胞培養に使用されている。また、動物由来細胞を使用せず、ヒト

化培養条件を目指して様々なヒト組織由来細胞が試みられている 3）4）。 

 

上記 Tiss.Cult.Commun.27:139-147（2008）©2008 Japanese Tissue Culture Association  より転載 

 

1）Hoffman, L.M. and Carpenter, M.K.: Characterization and culture of human embryonic stem cells.Nat Biotechnol, 

23, 699-708, 2005. 

2）Park, S.P., Lee, Y.J., Lee, K.S., Ah Shin, H., Cho, H.Y., Chung, K.S., Kim, E.Y. and Lim, J.H.: Establishment 

of human embryonic stem cell lines from frozen-thawed blastocysts using STO cell feeder layers. Hum Reprod, 

19, 676-684, 2004. 

3）Skottman, H. and Hovatta, O.: Culture conditions for human embryonic stem cells.  Reproduction, 132, 691-698, 

2006. 

4）Mallon,B. S., Park, K.Y., Chen, K. G., Hamilton, R. S. and McKay, R. D.: Toward xeno-free culture of human 

embryonic stem cells.  Int J Biochem Cell Biol, 38, 1063-1075, 2006. 
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表1 JCRBにおいて使用しているフィーダー細胞の種類 

細 胞 名 処  理 入手先 カタログ番号 細胞数/25cm2 

Primary mouse eｍbryo fibroblast 
    

 
Strain CF-1 マイトマイシン処理済 メルクミリポア PMEF-CF＊ 約2.4×105 

 
Strain CF-1 γ線照射処理 Applied StemCell, Inc. ASF-1213* 約2×105 

 
Hygro Resistant Strain C57/BL6 マイトマイシン処理済 メルクミリポア PMEF-H＊ 約2×105 

 
ICR マイトマイシン処理済 リプロセル RCHEFC003＊ 約2×105 

STO細胞 
 

ATCC CRL-1503 
 

SNL 76/7 STO細胞   ECACC 07032801   

＊のあるものは、当バンクで使用可能であることを確認済み。 
   

 

上記 Tiss.Cult.Commun.27:139-147（2008）©2008 Japanese Tissue Culture Association  より転載 

 

 

＜iPS細胞培養に使用するＭＥＦの種類について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成育医療センター樹立 

JCRB1327  Dotcom 

JCRB1329    Squeaky 

JCRB1331    Tic 

JCRB1336    Lollipop 

JCRB1338    Toe 

JCRB1565  Skipper 

 

 

 

成育医療センターでの樹立時と同じ 

Hygro Resistant Strain C57/BL6  を 

使用のこと 

京都大学CiRA樹立 

JCRB1341    iPS-TIG120-3f7 

JCRB1363    iPS-TIG120-4f1 

JCRB1437    iPS-TIG114-4f1 

 

 

京都大学CiRAでの樹立はSNL 76/7 STO細胞で

あるが、Strain CF-1 での培養も可能なことを

確認している 
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４．準備する器具や機器 

【トランスファーピペット】 

・ピックアップパッセージ＆分化細胞除去用 

BM Bio 233-1S（先細タイプ） 

http://www.bmbio.com/product_detail.php?itemid=1781 

 

・iPS細胞解凍用 

BM Bio 202-1S（先太タイプ） 

http://www.bmbio.com/product_detail.php?itemid=909   

 

  

 

フィルター式滅菌ユニット 

滅菌済ピペット  各種 

滅菌済マイクロピペットチップ  各種 

滅菌済ゲノム用1000 µLマイクロピペットチップ（先太）（AXYGEN, T-1005-WB-C-R-S） 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済ガラスパスツールピペット 

StemPro®EZpassage TM （invitrogen 23181-010） 

滅菌済セルスクレーパー 

25 cm2 フラスコ (コーニング 430639  あるいはBD Falcon) 

6 ウェルプレート  (コーニング 3516 あるいはBD Falcon 353046) 

滅菌済15 mL遠心管 

滅菌済50 mL遠心管 

超低温細胞保存用チューブ（Nalgene CryowareTM, Cryogenic vials, 5000-0020） 

超低温細胞保存用チューブ用ラベル 

ピペットエイド 

マイクロピペット 各種 

緩慢冷却容器（Nalgen Cryo 1℃ Freezing Container, #5100-0001、あるいは、日本フリーザー 凍結処理容器バイ

セル） 

安全キャビネット 

37℃ CO2インキュベーター（CO2濃度5％、10％） 

位相差顕微鏡 

吸引システム 

37℃恒温槽 

-80℃ディープフリーザー 

凍結細胞保管用液体窒素タンク 

液体窒素 

液体窒素を入れる容器（＊発泡スチロールのアイスボックス等）   
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実験用紙タオル・ワイプ 

70～80％ 消毒用エタノール 

パラフィルム 

ストップウォッチ 

 

 

 

 

 

 

５．MEFの準備 

準備する試薬や器具など 

MMC処理済みのMEF凍結バイアル 

MEF用培地 

0.1%ゼラチン 

37℃恒温槽 

37℃・10％、5％ CO2インキュベーター 

遠心機 

6 ウェルプレート/ 25 cm2フラスコ (※) 

滅菌済15 mL用遠沈管 

滅菌済50 mL用遠沈管 

先太トランスファーピペット 

滅菌済パスツールピペット 

滅菌済ピペット 各種 

ピペットエイド 

ピペットマン 

液体窒素を入れる容器（＊発泡スチロールのアイスボックス等） 

液体窒素 

(※)iPS細胞解凍時は 6 ウェルプレート の 1 ウェルを使用。通常継代時は、6 ウェルプレートあるいは25 cm2フ

ラスコを使用している。10cm dishの使用は、国際的に推奨されていない。 

培養器のメーカーによっては、接着や増殖が変わったり、分化することも多い。BD社、コーニング社のものは未分

化維持できることを確認しているが、細胞株により異なる場合も予測される。 

前準備   

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 
安全キャビネット

内 
培養容器に0.1%ゼラチンを加える 

6ウェルプレート： 

2 mL/well 

25 cm2フラスコ:  

3 mL/flask 

2 
CO2インキュベータ

ー 

37℃・CO2濃度10％のインキュベーターで30分間以上静置

する 

室温の場合は2時間以上

静置する 

3 
安全キャビネット

内 

MEF用培地を必要量分取する（wash用 10 mL、懸濁用、播種

用必要量） 
  

4 恒温槽 
分注したwash用、懸濁用と播種用のMEF用培地を、37℃恒

温槽で5～10分間温める  

必要以上に37℃恒温槽に

放置しないようにする。 

5 液体窒素内 
MEF凍結バイアルをタンクから取り出し、予め用意した液体

窒素を入れた容器の中に浸しておく  
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作業    

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

加温したwash用の MEF用培地を安全キャビネット内に入れ

る 
  

2 
ピンセットでMEF凍結バイアルを液体窒素から取り出し、ア

ルコール噴霧清拭したのち安全キャビネット内へ入れる 
  

3 蓋を緩めて中の窒素を放出させる   

4 再度蓋をきっちり閉める   

5 恒温槽 MEF凍結バイアルを37℃恒温槽につけ半解凍させる 
バイアルを振ったりしな

い 

6 

安全キャビネット

内 

恒温槽からバイアルを取り出し、水分を拭き取り、アルコー

ル噴霧清拭し安全キャビネットに入れる 
  

7 
wash用のMEF用培地を、先太トランスファーピペットで500 

µLほど吸い上げ、バイアルの中に入れる 
  

8 
先太トランスファーピペットを用いてwash用培地で2回ほ

どピペッティングをしながら、溶解させる 
  

9 wash用培地が入った遠心管に細胞浮遊液を回収する   

10 
先太トランスファーピペットでwash用培地から約1 mL取

り、凍結バイアルを1回共洗いする 
  

11 wash用培地が入った遠心管に細胞浮遊液を回収する   

12 
細胞浮遊液を先太トランスファーピペットで2回ほど穏や

かにピペッティングしながら溶解させる 
  

13 遠心機 1000rpmで 5分間遠心する   

14 

安全キャビネット

内 

加温した懸濁用と播種用のMEF用培地を安全キャビネット

内に入れる 
  

15 遠心上清を吸引除去する   

16 
ペレットを3回ほどトントントンと軽くタッピングしてほ

ぐす 
  

17 
温めておいた懸濁用培地を10 mL取り、ペレットに加え、3

回ほどピペッティングして細胞を浮遊させる 
  

18 
その浮遊液を懸濁用培地に戻して2回ほど穏やかにピペッ

ティングする 
  

19 必要量の細胞を懸濁用の浮遊液から播種用の培地に加える   

20 

安全キャビネット

内 

ゼラチンコート済みの容器からゼラチンを吸引除去する  

21 
細胞播種用の浮遊液を3回ほどピペッティングして播種す

る (※) 

6ウェルプレート： 

2 mL/well 

25 cm2フラスコ:  

5 mL/flask 

22 位相差顕微鏡 顕微鏡で細胞の様子を確認する   

9 
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23 CO2インキュベー

ター 

CO2インキュベーターに移し、細胞が均一に分布するように

容器を斜め20度くらいに傾けて前後に揺すり、浮遊液が動

いている状態で素早く静置する 

 

24 CO2濃度 10％のインキュベーターにて静置する 24時間以上 

25 
安全キャビネット

内 
MEF用培地からヒトiPS細胞用培地(FGF-2なし)に置換する 

6ウェルプレート： 

2 mL/well 

25 cm2フラスコ:  

5 mL/flask 

26 
CO2インキュベー

ター 

培地置換後は、CO2濃度5％のインキュベーターにて静置培

養する 

培地置換1時間後から使

用できる 

(※) MEFの播種密度は1～3×105 cells /25cm2 フラスコ程度になるように播種する。たとえ同じメーカーであって

もロット差があるため、事前に密度を変えて播種をし、チェックする必要がある。 

 

６．iPS細胞の解凍 

【注意 1】解凍時は 6 ウェルプレートの 1ウェルを使用。もしくは 35mm dish でも可。 

【注意 2】JCRB1565解凍時は、24ウェルプレートの 1ウェルを使用。 

解凍後 1～2 継代は先細トランスファーピペットなどを用いてメカニカルパッセー

ジを行う。 

準備する試薬や器具など 

ヒトiPS細胞凍結バイアル 

ヒトiPS細胞用培地 

ヒトリコンビナントFGF-2 

10 mM ROCK inhibitor (Y-27632)  

MEF播種済み容器  

37℃ 恒温槽 

37℃・5％ CO2インキュベーター 

遠心機 

15 mL用遠心管 

先太トランスファーピペット 

滅菌済ガラスパスツールピペット 

滅菌済ピペット 各種 

ピペットエイド  

ピペットマン 各種 

液体窒素を入れる容器（＊発砲スチロールのアイスボックス等） 

液体窒素 

 
 

 

前準備  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 
CO2インキュベータ

ー 

ヒトiPS細胞用培地（FGF-2なし）で置換済みのMEFの状

態を顕微鏡下で確認する 

 

2 
安全キャビネット

内 

ヒトiPS細胞用培地を必要量分取する（wash用10 mL、播

種用必要量） 

6 ウェルプレートで解凍

する場合、播種用培地の量

はやや多めの5 mL/well 

にしている 
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3 播種用のヒトiPS細胞用培地に、必要量のFGF-2を加える 
添加するFGF-2濃度は4ペ

ージを参照のこと 

4 
播種用のヒトiPS細胞用培地に、10 mM ROCK inhibitor

を10 µMになるように加える 

 

5 実験台 
ヒトiPS細胞凍結バイアルをタンクから取り出し、液体窒

素内に置く  

バイアルの蓋が液体窒素

につからないようにして

おく 

6 恒温槽 
分注したwash用と播種用のヒトiPS細胞用培地を37℃恒

温槽で5～10分間温める 

必要以上に37℃恒温槽に

放置しないようにする 

作業   

ステップ/作業場所 作業内容  

1 

安全キャビネット

内 

加温したwash用の iPS細胞用培地を安全キャビネット内

に入れる 

 

2 

ヒトiPS細胞凍結バイアルを液体窒素から取り出し、アル

コール噴霧清拭したのち安全キャビネット内へ入れ、蓋を

開ける 

 

3 
wash用のiPS細胞用培地を、先太トランスファーピペッ

トで600 µLほど吸い上げ、バイアルの中に入れる 

 

4 

wash用の培地で細胞ペレットに吹き付けるようにして4

回ほど軽くピペッティングをして素早く融解させ、氷の塊

が浮き上がってきたらピペッティングをやめる 

 

5 wash用の遠沈管に細胞液を素早く戻す  

6 遠心機 700 rpm（90G）で3分間遠心する  

7 

安全キャビネット

内 

加温した播種用のiPS細胞用培地を安全キャビネット内

に入れる 

 

8 遠心上清を吸引除去  

9 
ペレットをトントントンと3回ほど軽くタッピングして

ほぐす 

 

10 
播種用のiPS細胞用培地の全量をピペットで吸い上げ、ペ

レットの入った遠心管に入れ、ヒトiPS細胞浮遊液を作る 

 

11 
ヒトiPS細胞培地置換済みのMEFの容器から培地を吸引除

去する 

 

12 ヒトiPS細胞浮遊液を播種する 
 

13 位相差顕微鏡 顕微鏡でコロニーの分散状態を確認する  

14 

CO2インキュベータ

ー 

CO2インキュベーターに移し、細胞が均一に分布するよう

に、静置する前に容器を斜め20度くらいに傾けて前後に

揺すり、浮遊液が動いている状態で素早く静置する 

 

15 CO2濃度 5％のインキュベーターで培養する   

生着には時間がかかる場

合が多いので、翌日は観察

せず、2日間はできるだけ

静置しておくのが望まし

い 

        
７．培地交換 

* 通常は継代後2～3日目頃から培地交換を実施する。 

①遠心管にヒトiPS培地を必要量分取し、FGF-2を添加し37℃恒温槽で5～10分間温める。 

②培養上清を0.5～2 mL程度残して、新しい培地を加える。 

 

* 解凍後すぐの培地交換の場合、十分なコロニーの生着が見られれば、ROCK inhibitor を抜くため3日目に培地

を全量交換する。その後は、培養上清を0.5～2 mL程度残して培地交換を行う。 

11 
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* 解凍後または継代後3日目に細胞の状態を確認し、コロニー数が少ない場合(～10個／25 cm2  フラスコ)は、下

記の例を参照に培地交換を行う。  

＜一例＞  

3日目 新しい培地を1～2 mL加える。 

 4日目 培養上清を半量程度残して新しい培地を半量加える。 

 5日目 培養上清を1/3量程度残して新しい培地を2/3量加える。 

 

* 平日は毎日培地交換を行うが、週末は土曜日か日曜日のどちらか1回のみにしている。ただしその場合、コンフル

エントでない状態にしておく必要がある。また、3日目以降にEB様のコロニーがある場合は、目視か顕微鏡で確認し

ながらトランスファーピペット（BM Bio 233-1S）などを用いて取り除く。 

 
８．iPS細胞の継代 

 
８-１． iPS細胞の継代（酵素による分散法） 

準備する試薬や器具 

継代するiPS細胞 

MEF播種済み容器 

ヒトiPS細胞培地 

ヒトリコンビナントFGF-2 

Dispase (※) 

セルスクレーパー 

25cm２ フラスコ（コーニング） 

遠心管 

滅菌ガラスパスツールピペット 

滅菌済10 mLピペット 

滅菌済マイクロピペットチップ 

ピペットエイド 

ピペットマン 

37℃恒温槽 

37℃・5% CO2インキュベーター 

遠心機 

氷 

タイマー 

(※) Dispase は、解凍後 3 日以後は急激に活性が低下する。細胞分散の処理時間を一定にするためには、用時解凍

して使用するのが望ましい。 

      

 

前準備   

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

位相差顕微鏡 

顕微鏡で写真撮影をする 

代表的なコロニーと

分化したコロニー・

形態がよくないコロ

ニー（弱拡大＋強拡

大） 

2 
顕微鏡下の観察あるいは目視で、分化しているコロニーに印を

つけておく 
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3 
安全キャビネット

内 

ヒトiPS細胞培地を必要量分取する（wash用10 mL、懸濁用・

播種用必要量） 
 

4 
安全キャビネット

内 

懸濁用・播種用のヒトiPS細胞用培地に、必要量のFGF-2を加

える 

添加するFGF-2濃度

は 4ページを参照の

こと 

5 恒温槽 
分取したwash用、懸濁用と播種用のヒトiPS細胞用培地を、37℃

恒温槽で5～10分間温める 
  

 
作業 

  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

加温したwash用のヒトiPS細胞用培地を安全キャビネット内に

入れる 
  

2 継代するiPS細胞の培地を吸引除去する   

3 Dispaseを1 mL入れ細胞になじませる  

4 
CO2インキュベー

ター 

CO2濃度 5％のインキュベーターに戻して、インキュベートする 

（1～10分間(※)） 

顕微鏡でiPS細胞の

状態を確認し、コロ

ニーのエッジが光

り、部分的に丸くカ

ールしていら、すぐ

にDispaseを除く 

5 

安全キャビネット

内 

Dispaseを吸引除去する   

6 加温したwash用培地を6 mL添加する   

7 印を付けた分化コロニーを吸引除去する   

8 セルスクレーパーでコロニー大きくはがす   

9 細胞浮遊液を元のwash用遠心管に戻す   

10 遠心機 300 rpm（20G)で 2分間遠心する  

11 

安全キャビネット

内 

加温した懸濁用と播種用のヒトiPS細胞用培地を安全キャビネ

ット内に入れる 
  

12 遠心上清を吸引除去する   

13 ペレットをトントンと2回タッピングしてほぐす   

14 
温めておいた懸濁用培地を10 mL取り、ペレットに加え、細胞

を浮遊させる 
  

15 

安全キャビネット

内 

大きいコロニーがあれば、2回ほど軽くピペッティングする（小

さいコロニーならピペッティングしない） 

コロニーの大きさが

約50～100個程度の

細胞集団で構成され

るぐらいに調製する 

16 細胞浮遊液を懸濁用培地に戻す   

17 必要量の細胞を懸濁用の浮遊液から播種用の培地に加える   

18 MEF播種済みの容器から培養上清を吸引除去する   

19 細胞播種用の浮遊液を各容器に播種する  

20 位相差顕微鏡 顕微鏡で細胞の様子を確認する   

21 
CO2インキュベー

ター 

CO2インキュベーターに移し、細胞が均一に分布するように、静

置する前に容器を斜め20度くらいに傾けて前後に揺すり、浮遊

液が動いている状態で素早く静置する 
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22 CO2濃度 5％のインキュベーターで48時間以上静置する  

 (※) Dispaseはメーカーによっても微妙に活性が異なり、反応時間も変わってくる。  

 

８-２．iPS細胞の継代（メカニカルによる分散法）※株によってはこちらの方法を使用 

     

準備する試薬や器具 

継代するiPS細胞 

MEF播種済み容器 

ヒトiPS細胞培地 

ヒトリコンビナントFGF-2 

StemPro®EZPassage 

遠心管 

滅菌ガラスパスツールピペット 

滅菌済10 mLピペット 

滅菌済マイクロピペットチップ 

ピペットエイド 

ピペットマン 

37℃恒温槽 

37℃・5% CO2インキュベーター 

遠心機 

氷 

      

前準備   

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

位相差顕微鏡 

顕微鏡で写真撮影する 

代表的なコロニーと分

化したコロニー・形態が

よくないコロニー（弱拡

大＋強拡大） 

2 
顕微鏡下の観察あるいは目視で、分化しているコロニーに印を

つけておく 
  

3 
安全キャビネット

内 

ヒトiPS細胞培地を必要量分取する（wash用、懸濁用、播種用

必要量） 
  

4 
安全キャビネット

内 

懸濁用・播種用のヒトiPS細胞用培地に、必要量のFGF-2を加

える 

添加するFGF-2濃度は4

ページを参照のこと 

5 恒温槽 
分取したwash用、懸濁用と播種用のヒトiPS細胞用培地を、37℃

恒温槽で5～10分間温める 
  

作業   

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

加温したwash用のヒトiPS細胞用培地を安全キャビネット内に

入れる 
  

2 
継代するiPS細胞の印をつけておいた分化したコロニーを吸引

除去する 
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3 安全キャビネット

内 

EZPassageを使用して培養容器の中を縦方向と横方向にローラ

ーを動かして細胞を細断する  

EZPassage は力を入れな

がら使用し、同じ場所を

何度も通らないように

気を付ける 

4 浮き上がった細胞を培地ごと遠沈管に回収する  

5 
安全キャビネット

内 

wash用培地を培養容器に加え、優しくコロニーに吹きかけなが

ら、容器に残った細胞を剥がして遠心管に回収する 
  

6 遠心機 300 rpm（20G)で 2分間遠心する  

7 

安全キャビネット

内 

加温した懸濁用と播種用のヒトiPS細胞用培地を安全キャビネ

ット内に入れる 
  

8 遠心上清を吸引除去する   

9 ペレットをトントンと2回タッピングしてほぐす   

10 
温めておいた懸濁用培地を10 mL取り、ペレットに加え細胞を

浮遊させる 
  

11 細胞浮遊液を懸濁用培地に戻す 

EZPassageを使用した場

合、すでに適度な大きさ

にコロニーが分割され

ているので、できるだけ

ピペッティングをしな

いように気を付ける 

12 必要量の細胞を懸濁用の浮遊液から播種用の培地に加える   

13 MEF播種済みの容器から培地を吸引除去する   

14 細胞播種用の浮遊液を各容器に播種する  

15 位相差顕微鏡 顕微鏡で細胞の様子を確認する  

16 

37℃インキュベー

ター 

CO2インキュベーターに移し、細胞が均一に分布するように、静

置する前に容器を斜め20度くらいに傾けて前後に揺すり、浮遊

液が動いている状態で素早く静置する 

 

17 CO2濃度 5%のインキュベーターに48時間以上静置する  

    

 

９．DMSOを用いた緩慢法による細胞凍結法 
準備する試薬や器具 

ヒトiPS細胞用培地 

ヒトリコンビナントFGF-2 

Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

Dispase  (※) 

セルスクレーパー (※) 

StemPro®EZPassage  (※) 

滅菌済15 mL遠心管 

滅菌済50 mL遠心管 

滅菌済ガラスパスツールピペット 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済ピペット 各種 
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滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

1000uLゲノム用マイクロピペットチップ（先太） 

超低温細胞保存用チューブ 

超低温細胞保存用チューブ用ラベル 

緩慢冷却容器 

ピペットエイド 

ピペットマン 

金属製ラック 

安全キャビネット 

37℃・5% CO2インキュベーター 

遠心機 

位相差顕微鏡 

-80℃ディープフリーザー 

細胞保管用液体窒素タンク 

パラフィルム 

氷 

(※) 株に応じて使用する 

前準備 
ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 4℃冷蔵庫 緩慢冷却容器を必要個数4℃冷蔵庫に入れて冷却しておく 
凍結前日までに準

備しておく 

2 ラベル印刷機 超低温細胞保存チューブのラベルを必要枚数準備する  

3 
安全キャビネッ

ト内 超低温細胞保存チューブにラベルを貼る 
 

4 4℃冷蔵庫 
超低温細胞保存チューブを金属製ラックなどに立ててラックごと 4℃

で冷やしておく 

 

 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネッ

ト内 

遠心管にヒトiPS細胞用培地（凍結用、懸濁用(※)）を必要量分取す

る 

 

2 分取した凍結用の培地にFGF-2を必要量添加する 

添加する FGF-2 濃

度は 4 ページを参

照のこと 

3 氷中 凍結用の培地を氷中で冷却する 

培地に DMSO を入

れると熱が発生す

るため、十分培地

を冷却してから

DMSOを添加する 

4 
安全キャビネッ

ト内 

冷却した凍結用の培地に DMSOを最終濃度が 10％になるように添加す

る 

DMSOを添加後すぐ

に氷中に入れて冷

却する 

5 氷中 素早く遠心管の蓋をしっかり閉め、氷中で冷却し保管しておく 
 

(※) 株に応じて使用する 

 

作業 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 
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1 
安全キャビネッ

ト内 

凍結する細胞株に応じた継代方法で、細胞を剥離し 15 ｍL の遠心管

に回収する 

8-1 継代（酵素による分散法）   ・・・作業1～9 

8-2 継代（メカニカルによる分散法） ・・・作業1～5 

12～15ページ参照 

2 遠心機 300 rpm (20G)で 2分間遠心する 
遠心機を 4℃に冷

却しておく 

3 

安全キャビネッ

ト内 

遠心管の上清を吸引除去する 
 

4 ペレットがほぐれる程度に軽く3回ほどタッピングする 
 

5 凍結用培地を入れ、細胞懸濁液を作製する 
 

6 氷中 すぐに氷中に入れる 2～5分間冷却する 

7 
安全キャビネッ

ト内 

先太のマイクロピペットチップを使用し、超低温細胞保存用チューブ

に0.25 mLずつ、凍結用細胞液を手早く入れる  

 

8 氷中 
蓋を閉めたら、直ちに氷中に置いた後、すぐに 4℃に冷却しておいた

緩慢冷却容器に入れる 
 

9 
-80℃ディープフ

リーザー -80℃ディープフリーザーに一晩入れる 
 

10 液体窒素タンク 翌日、液体窒素タンクに移し保存する 
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『京都大学 CiRAプロトコール（SNL法）』 

１．概要 
京都大学 iPS細胞研究所による iPS細胞の培養法です。Dr. Allan Bradley が樹立した SNL細胞(SNL 76/7)という

不死化した LIFを産生するマウス線維芽細胞をフィーダー細胞として使用しています。また、細胞の分散は、京都大

学再生医科学研究所が中辻教授・末盛准教授により開発された CTK溶液と呼ばれているものを使用します。また、凍

結も、京都大学再生医科学研究所が中辻教授・末盛准教授により開発された簡易ガラス化法を使用します。 

 

２．培地 
市販培地あるいは下記の組成で調整する。 

【市販培地】 京都大学CiRA樹立ヒトiPS細胞に適応 

霊長類ES/iPS細胞用培地 Primate ES Cell Medium(リプロセルCat. No.RCHEMD001) 

【SNL培地 】 

試薬 メーカー カタログNo. 用量 備考 

DMEM Nacalai tesque 14247-15 457.5 mL  

FBS   35 mL    

L-glutamine Invitrogen社 25030-081 5 mL  

penicillin/streptomycin（※1） Invitrogen社 15140-122 2.5 mL  

合計   500 mL 4℃で 1週間保存可。 

（※1） 医薬基盤研究所では、penicillin/streptomycinは入れていない。 

 

【ヒト iPS細胞用培地 その 3】 

京都大学ヒトES細胞培養用組成: 京都大学CiRA樹立ヒトiPS細胞に適応 

試薬 メーカー カタログNo. 用量 備考 

DMEM / F12 Invitrogen 10565-018 387.5 mL  

MEM Non essential amino acid solution Invitrogen 11140-050 4 mL  

L-glutamine Invitrogen 25030-081 5 mL  

Knock out serum replacement Invitrogen 10828-028 100 mL  

2-mercaptoethanol 

55mM solution 

Invitrogen 21985-023 1 mL  

penicillin/streptomycin Invitrogen 15140-122 2.5 mL  

合計   500 mL 4℃で 1週間保

存可。 

*  使用前に10 µg/mL bFGF を 500 mLの培地に対して0.2 mL加える。 

 

医薬基盤研究所では以下の通り作製している。 

京都大学ヒトES細胞培養用組成: 京都大学CiRA樹立ヒトiPS細胞に適応 

下記の試薬を合わせて0.22 µMのフィルターで滅菌している。 

試薬 メーカー カタログNo. 用量 備考 

DMEM high glucose GIBCO 11965-092 197 mL  

F12 GIBCO 11765-054 197 mL  

MEM Non essential amino acid solution Invitrogen 11140-050 5 mL -20℃保存 

Knock out serum replacement GIBCO 10828-028 100 mL -80℃保存 

2-mercaptoethanol 

55mM solution 

GIBCO 21985-023 1 mL 4℃保存 

合計   500 mL 4℃で 1週間保

存可。 

（注 1）医薬基盤研究所では、penicillin/streptomycinは入れていない。 

（注 2）医薬基盤研究所では、使用時に培地をコニカルチューブに分取したあと必要量のbFGFを加えている。 
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【CTK 液】 

2.5% trypsin(Invitrogen社 15090-046) 5 mLと 1 mg/mL collagenase IV 5 mL 、0.1 M CaCl2 0.5 mL、 KSR 10 mL 

を PBS 30 mLに加え、分注して-20℃で保存。凍結融解を繰り返さない。 

【凍結用培地：DAP213液】 

DMSO 1.43 mLと10 M acetamide 1mL 、propylene glycol(WAKO 164-04996) 2.2 mL を hES 培地 5.37 mLに加え

る。-80℃保存。 

【bFGF】 

25 µgの bFGF (R&D systems社 233-FB )を2.5 mLの 0.1% BSA/PBSで溶解し(10 µg/mL)、分注して-20℃で保存。 

【0.1 ％ゼラチン溶液】 

 1 gのゲラチンパウダー(Sigma社 G1890)を 100 mLの滅菌水に溶かし、オートクレーブして4℃に保存したものを

10 x ゲラチンストック液とする。0.1％（1 x）ゲラチン液を調整するため、50 mLの 10 xゲラチンストック液を

450 mLのオートクレーブ処理超純水で希釈し、保存。 

（※）医薬基盤研究所では、0.5 gのゲラチンパウダー(Sigma社 G1890)を500  mLの滅菌水に溶かし、オートクレー

ブして室温に保存し、そのまま使用している。 

【SNL凍結培地：2x Freezing medium】 

DMSO 2 mL、FBS 2 mL、DMEM 6 mLを混ぜ、0.22 µMのフィルターを通す。用時調整。 

 

そのほか使用する試薬： CMF-PBS 

 

３．SNL細胞の準備 
【準備するもの】 

SNL細胞の凍結バイアル 

SNL培地  

PBS（calcium(-),magnesium(-)） 

0.25% Trypsin / 1mM EDTA 

0.4 mg/mL mitomycin C (MMC) 

ゲラチンコートdish  

2 x Freezing medium  

15 mLコニカルチューブ 

【手順】 

《解凍～培養》 

1． 15 mLのコニカルチューブにSNL培地を9 mL入れておく。 

2． 凍結バイアルを37℃のウォーターバスの中で、概ね溶けるまで振とうし、1. の培地中に懸濁する。 

3． 遠心（160 x g、室温、5分間）し、上清を除く 

4． 新たなSNL培地10 mLに再懸濁し、ゲラチンコート100-mm dishに播く（約1 x 10^6個）。 

5． 37℃、CO2 5% で80～90％コンフレントになるまで培養。 

6． 培地を除去し、8 mLのPBS で1回洗浄。0.5 mLの0.25% Trypsin / 1mM EDTAを加え、室温で約1分インキュベ

ート 

7． 4.5 mLのSNL培地を加え、ピペッティングによりシングルセルにする。 

8． 1:16でゲラチンコート100-mm dishに継代し、80～90％コンフレントになるまで培養。（この後、①凍結ストッ

ク作製(等量の2 x freezing mediumを混ぜ、凍結) 、②さらに継代（6．～8．）、または③マイトマイシンC処

理、のいずれかに進む） 

《マイトマイシン C処理》 

9.   0.4mg/mL MMCを 0.3 mL、SNL 細胞培養に滴下し、dishを静かに揺らして混和。 

10.  37℃、CO2 5%のインキュベーターで2.25時間インキュベート。 

11． MMCを含む培地を除去し、5 mLのPBSで 2回洗浄する。 

12. 0.5 mLの0.25% Trypsin / 1mM EDTAを加え、室温で約1分インキュベート。 

13. 4.5 mLのSNL培地を加え、ピペッティングによりシングルセルにする。 

14. 細胞数をカウントし、0.5 x 10^6個/60-mm dish （ゲラチンコートしたもの）に播く。 

15． ここで使用しないものは、8 x 10^6個/tubeで凍結保存する。 
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４．マイトマイシンC処理済 SNL細胞の解凍 
【準備するもの】 

ゲラチンコートdish 

SNL細胞の凍結バイアル 

SNL培地 

15 mL コニカルチューブ 

【手順】 

《解凍～培養》 

1. 15 mLのコニカルチューブにSNL培地を9 mL入れておく。 

2. 凍結バイアルを37℃のウォーターバスの中で、概ね溶けるまで振とうし、1．の培地中に懸濁する。 

3. 遠心（160 x g、室温、5分間）し、上清を除く 

4. 8 x 10^6個/tubeで凍結したバイアルからは100-mm dish 3枚に播く。60-mm dishに播くときは、100-mmdish

の 3分の1量を播く。（従って、同じ凍結バイアルから、 

60-mm dish 9枚、あるいは100-mm 2枚＋60-mm 3枚、100-mm 1枚＋60-mm 6枚とすることも可。） 

＊マイトマイシン C処理 SNL細胞は、播いてから 4日以内に使用する。 

＊使用するマイトマイシン C処理 SNL細胞は、継代数が 20までのものとする。 

 

５．iPS細胞の解凍 
【準備するもの】 

  iPS細胞の凍結バイアル 

  マイトマイシンC処理SNL細胞を播いた60-mm dish  

液体窒素 

  液体窒素を入れられる運搬容器（発泡スチロール箱等） 

  hES培地  （bFGF添加）10 µg/mL bFGF（※2） 

  15 mL コニカルチューブ  

【手順】 

1. 10 mLの hES培地を15 mLのチューブに入れ、37℃に温めておく。 

2. iPS 細胞の凍結バイアルを液体窒素タンクから取り出し、速やかに運搬可能な容器（発泡スチロール等）にいれ

た液体窒素中に浸し、ベンチまで運ぶ 

3. あらかじめ温めておいたhES培地0.8 mLを、1000-µLのマイクロピペットを用いて凍結バイアル中に加え、素早

くピペッティングして融解する。（※3） 

4. 細胞懸濁液を1．で準備したチューブに移す。 

5. 遠心（160 x g、5分間、室温） 

6. 上清を除去し、10 mLのhES培地を加えて軽くピペッティングする。 

7. 細胞懸濁液を、マイトマイシンＣ処理ＳＮＬ細胞を播いた60-mm dish x2枚に播く。（この際、SNL培地を吸引す

るのみとし、PBS等による洗浄は必要としない。）（※4） 

8. 37℃、CO2 5% のインキュベーターで培養する。 

 

（※2） 医薬基盤研究所では、bFGF は使用時に添加する。 

（※3） 医薬基盤研究所では先太のトランスファーピペットを使用している。 

（※4） 医薬基盤研究所では、解凍時は60-mm dish 1枚に播いている。 

 

６．培地交換 
【準備するもの】 

  hES培地（bFGF添加） 

  10 µg/mL bFGF（※5） 

【手順】 

1. hES培地を37℃に温めておく（使用する量をチューブに移して温める）。 

2. 培地を吸引除去し、温めておいたhES培地を4 mL加える。 

 

注意：培地交換は、継代および凍結ストック解凍翌日は行わない。その後は原則的に連日行う（ただし、土日あるい

は連休の際などに1日行わない日があることも可とする）。（※6） 

 

（※5）医薬基盤研究所では、bFGF は使用時に添加している。 
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（※6）土日あるいは連休の際などに 1 日行わない日がある場合は、行わない日の前日に培地量は通常より 1～2 mL

多めに添加する。ただし、その場合、コンフルエントでない状態にしておく必要がある。 

 

７．継代 
【準備するもの】 

  80～90％ コンフルエントのヒトiPS細胞 （60-mm dish） 

  PBS (calcium(-), magnesium(-)) 

  CTK 液 （※7） 

  hES 培地  

10 µg/mL bFGF（※8） 

セルスクレイパー 

  マイトマイシンC処理SNL細胞を播いてあるdish（4日以内）（※9） 

 

 （※7）CTK液の活性は解凍後3日目以後は急激に低下する。細胞分散の処理時間を一定にするために、医薬基盤研

究所では、用時解凍して使用している。 

（※8）医薬基盤研究所では、bFGF は使用時に添加している。 

（※9）医薬基盤研究所では、マイトマイシンC処理SNL細胞の播種後の翌日に使用している。 

 

【手順】  

1．位相差顕微鏡下の観察あるいは目視で、分化しているコロニーに印をつけておく。 

2．培地を除去し、PBS 4 mLで一回洗浄。 

3．PBSを完全に吸引除去し、CTK液を 0.5 mL加え、37℃でインキュベート（時 f々eeder細胞の剥がれ具合を観察し

ながら。１～5分前後。） 

4．90％程度のfeeder細胞が剥がれたら、CTK液を吸引。4 mLの PBSで2回洗浄（この行程で、1．で印を付けた分化

したコロニーを吸引除去する） 

5．PBSを完全に除き、4 mLの hES培地を加える。 

6．セルスクレイパーで細胞を剥がしとり、ピペッティングによってコロニーを砕き、小さな細胞塊にする。（シング

ルセルにしてはいけない。）（※1） 

7．細胞懸濁液を15 mLのコニカルチューブへ移す。 

8．hES培地で1:3 または1:4に細胞懸濁液を希釈する。 
9．マイトマイシン処理SNL細胞を播いてあるdishに細胞懸濁液を播く。（この際、SNL培地を吸引するのみとし、PBS

等による洗浄は必要としない。）（※2） 

10．37℃、CO2 5% のインキュベーターで培養する。 

 

（※1）コロニーの大きさが約50~100個程度の細胞集団で構成されるぐらいがちょうどいい。 

（※2）細胞が均一に分布するように静置する前に容器を斜め 20度位に傾けて前後に揺すり、浮遊液が動いている状

態で素早く静置する。 

＊細胞の継代は 4～6日毎に行うのを原則とする 

 

８．凍結 
【準備するもの】 

  80～90％ コンフレントのヒトiPS細胞 （60-mm dish） 

（培養開始から5及び10継代目のもの） 

  10 mM Y-27632  

  PBS (calcium(-), magnesium(-)) 

  CTK 液 (※10） 

DAP213液  

  液体窒素 

  hES 培地 

  セルスクレイパー 

  1.5 mLチューブ 

  凍結チューブ 

  滅菌済1000 µLゲノム用マイクロピペットチップ（先太） 
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 (※10）CTK液の活性は解凍後３日目以後は急激に低下する。細胞分散の処理時間を一定にするために、医薬基盤研

究所では、用時解凍して使用している。 

 

【手順】 

1．位相差顕微鏡下の観察あるいは目視で、分化しているコロニーに印をつけておく。 

2. 4 µLの10 mM Y-27632を培地中に加え、1時間以上37℃でインキュベートする。 

3．培地を除去し、PBS 5mL で一回洗浄。 

4．PBSを完全に吸引除去し、CTK液を 0.5 mL加え、37℃でインキュベート（時 f々eeder細胞の剥がれ具合を観察し

ながら。１～5分前後。） 

5．90％程度のfeeder細胞が剥がれたら、CTK液を吸引。5 mLの PBSで2回洗浄（この行程で、1．で印を付けた分化

したコロニーを吸引除去する） 

6． PBSを完全に除き、5 mLのhES培地を加える。 

7．セルスクレイパーで細胞を剥がしとる（ピペッティングは行わない） 

8．細胞懸濁液を15 mLのコニカルチューブ へ移す。 

9． 遠心（160 x g、5分間、室温）（※11） 

10. 上清除去。 

11．0.2 mLの DAP213を加えて2～3回ピペッティングを行ってペレットを再懸濁。（※12） 

12．0.2 mLの細胞懸濁液を2 mLの凍結チューブに移す。 

13．凍結チューブを素早く液体窒素中に入れる。（DAP213を加えてから15秒以内に行う。） 

14．細胞を液体窒素タンクで保存する。 

 

（※11）医薬基盤研究所では、4℃で遠心を行う 

（※12）医薬基盤研究所では、滅菌済1000 µLゲノム用マイクロピペットチップ（先太） 

を使用している 
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『フィーダーフリー培養法』 

１．概要 
 東京大学浅島研究室から寄託された、フィーダーフリー培養法にて樹立されたヒトiPS細胞の培養方法です。具体

的には、Y. Hayashi, et al "Reduction of N-Glycolylneuraminic Acid in Human Induced Pluripotent Stem Cells 

Generated or Cultured under Feeder- and Serum-Free Defined Conditions," PLoS One, vol. 5, p. e14099, 2010. 

に掲載されています。ミニマムエッセンシャルな培地成分を用いており、添加因子などの影響を解析するために有効

な培養法です。 

 

２. はじめに 
① 安全キャビネット内は、作業開始前と作業終了後には必ず、脱脂綿あるいはガーゼに70～80％消毒用エタノール

を浸したものでしっかりと拭き、清潔に保つこと。 

② 安全キャビネット内に試薬・器具等を持ち込むときは、70～80％消毒用エタノールを噴霧清拭してから中に入れ

ること。滅菌包装された器具類は、外袋を70～80％消毒用エタノールで噴霧清拭して安全キャビネット内に入れ、

中で開封する。 

③ 安全キャビネット内であっても、培地や培養容器の蓋は必要がない限り開放せず、必要最小限の範囲で開けるこ

と。 

④ 培地は必ず必要な液量を分取してから使用すること。分取する前に、培地を穏やかにピペッティングし、均一に

してから使用する。 

⑤ 培地はできるだけ温度変化と pHの変化が少なくなるように扱う。培地は pHが変化しやすいので、容器の蓋をし

っかり閉め、パラフィルムを巻く。pHが上がって色が変化した培地は使用しない。 

 

３．培地・ストック溶液・必要な試薬  
【 ヒト iPS細胞用培地 】 
東京大学樹立 iPS細胞用培地 JCRB1493に適応。 

hESF8 (= hESF9 － FGF-2) 培地使用期限：調製後 4℃で保管して 1週間 

試薬 
ストック溶

液参照 
メーカー 

カタログ

No. 
濃度 用量 

使用時最終

濃度 

hESF（+）  細胞科

学研究

所 

特注培

地 

 500 mL  

3 factor （※1）   ×100 5 mL ★下記参照 

Oleic acid conjugated with 

fraction V fatty acid-free 

bovine serum albumin  

 SIGMA O3008  5 mL  

Insulin,from bovine pancreas （※2）   1 mg/mL 5 mL 10 µg/mL 

Heparan sulfate sodium salt, 

from bovine kidney 

（※3）   10 µg/mL 5 mL 100 ng/mL 

Apo-transferrin human （※4）   1 mg/mL 2.5 mL 5 µg/mL 

ヒトリコンビナントFGF-2(SIGMA F0291)、Activin A(R&D 338-AC-FC)は使用時に添加する。 

（注1）東京大学樹立ヒトiPS細胞は、FGF-2最終濃度が10 ng/mLになるように添加する。 

（注2）東京大学樹立ヒトiPS細胞は、Activin A最終濃度が2 ng/mLになるように添加する。 

 

≪hESF8作製用ストック溶液（※1）≫ 
3 factor (×100)  

試薬 
一次ストック

溶液参照 
メーカー 

カタログ

No. 
濃度 用量 

★ 

使用時 

最終濃度 

DPBS(-)  GIBCO 14190  40 mL  

1 M 2-mercaptoethanol  （※1-1）   1 mM 40 µL 10 µM 

1 M 2-Aminoethanol  （※1-2）   1 mM 40 µL  10 µM 

Sodium selenite  

(1 mg/10 mL) 

（※1-3）   2 µM 138.5 µL 20 nM 
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準備する試薬 メーカー カタログ番号 必要量 

2-mercaptoethanol (14.3 M) SIGMA M7522 1.4 mL 

Ethanolamine (16.6 M) SIGMA E0135 1.2 mL 

Sodium selenite SIGMA S9133 1 mg 

DPBS(-) GIBCO 10010-023   

DW GIBCO 15230   

 

準備する器具など 

滅菌済遠心管 各種 

0.22 µmフィルター 

プラスチックシリンジ 各種 

滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

滅菌済ピペット 各種 

ピペットマン 

ピペットエイド 

4℃冷蔵庫 

安全キャビネット 

アルミホイル 

 
＊正確に希釈するために、一次ストック溶液の作製手順（ステップ 1・2）を守ること 
《ステップ 1 ：3 factor 作製用各種一次ストック溶液作製  》 

準備 1 〈（※1-1） 1 M 2-mercaptoethanolの調製 〉 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

2-mercaptoethanol（14.3 M）、DW、遠心管を安全キャビネ

ットに入れる 
  

2 遠心管にDW を18.6 mL分取する 
比重計算式またはモル計算

式参照 3 2-mercaptoethanolを 1.4 mL加え、全量を20 mLにする 

4 0.22 µmフィルターで滅菌する  

5 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする   

6 
2-mercaptoethanol、調製後の最終濃度 (1 M)、調製日を記

載する 
  

7 遠心管をアルミホイルで遮光する  

8 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する 
医薬用外毒物のため鍵のか

かる所に保管する 

＊比重計算式  分子量 HSCH2CH2OH＝78.13 78.13×0.02÷1.114＝1.40 

 
Density 1.114 g/mL at 25℃（lit.）     

＊モル計算式 14.3 M→1 M 20÷14.3＝1.39 

準備 2  〈（※1-2）：1 M 2-aminoethanolの調製 〉 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 
安全キャビネット

内 

2-aminoethanol（Ethanolamine :16.6 M）、DW、遠心管を安

全キャビネットに入れる 
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2 

安全キャビネット

内 

遠心管にDW を18.8 mL分取する 比重計算式またはモル計

算式参照 3 2-aminoethanolを1.2 mL加え、全量を20 mLにする 

4 0.22 µmフィルターで滅菌する  

5 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする   

6 
2-aminoethanol、調製後の最終濃度 (1 M)、調製日を記載す

る 
  

7 遠心管をアルミホイルで遮光する  

8 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する   

＊比重計算式  分子量 NH2CH2CH2OH＝61.08 61.08×0.02÷1.02＝1.19 

 
Density 1.02 g/mL at 25℃（lit.） 

 
＊モル計算式 16.6 M→1 M 20÷16.6＝1.20 

準備 3 〈（※1-3）：0.1 mg/mL Sodium seleniteの調製 〉 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

Sodium selenite（1 mg）、DW、遠心管を安全キャビネット

に入れる 
  

2 遠心管にDWを10 mL分取する   

3 
遠心管から一部DWをとり、Sodium seleniteの瓶に加えて

溶解する 

＊注射器を使用する場合、

注射器でDWを10 mL吸い

上げ瓶の中に注入したの

ち、転倒混和して溶解す

る。溶解液を再び注射器で

吸い上げ全量遠沈管に戻

す。 

4  溶解液を遠心管に戻し、瓶の中を共洗いして遠心管へ移す 

5 0.22 µmフィルターで滅菌する  

6 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする   

7 
sodium selenite、調製後の最終濃度 (0.1 mg/mL)、調製日

を記載する 
  

8 遠心管をアルミホイルで遮光する  

9 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する 
医薬用外毒物のため鍵の

かかる所に保管する 

 

《 ステップ2：一次ストック溶液を使用して 3 factor（×100）の調製を行う 》 

作業  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 安全キャビネッ

ト内 

1 M 2-mercaptoethanol、1 M 2-aminoethanol、0.1 mg/mL 

sodium selenite、DPBS(-)の入った各容器と遠心管を、安全

キャビネットに入れる 

  

2 遠心管にDPBS(-)を 40 mL分取する   
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3 

安全キャビネッ

ト内 

1M 2-mercaptoethanolを 40 µL加える 
濃度 1 mM 

使用時最終濃度 10 µM 

4 1M 2-aminoethanolを 40 µL加える 
濃度 1 mM 

使用時最終濃度 10 µM 

5 0.1mg/mL sodium seleniteを138.5 µL加える 
濃度 2 µM 

使用時最終濃度 20 nM 

6 0.22 µmフィルターで滅菌する   

7 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする   

8 遠心管をアルミホイルで遮光する   

 
≪hESF8作製用ストック溶液（※2）≫ 
Insulin, from bovine pancreas (1 mg/mL) 

準備する試薬 メーカー カタログ番号 必要量 

bovine pancreas insulin ：インシュリン SIGMA I-5500 100 mg 

4 mM HCl（※5）28ページ参照   100 mL 

 

準備する器具など 

滅菌済100 mL容器 

0.22 µmフィルター 

プラスチックシリンジ 各種 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済プラスチック容器  

ピペットエイド 

4℃冷蔵庫 

安全キャビネット 

パラフィルム 

作業  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

4 mM HCl 100 mL、インシュリン（100 mg）の容器、100 

mL容器、プラスチック容器（小分け用）を安全キャビネ

ットに入れる 

  

2 インシュリンを4 mM HCl 100 mLで溶解する   

3 0.22 µmフィルターで滅菌する   

4 20 mLずつ小分け分注する 
使いやすい液量に分注して

よい 

5 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする  

6 
小分けした容器にインシュリン、調製後の最終濃度(1 

mg/mL)、調製日を記載する 

  

7 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する 
長期保存をする場合は-20℃

冷凍庫で保管する 
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≪hESF8作製用ストック溶液 （※3）≫ 
 Heparan sulfate sodium salt, from bovine kidney (10 µg/mL)  

準備する試薬 メーカー カタログ番号 必要量 

Heparan sulfate sodium salt, from bovine kidney SIGMA H7640-1MG 1 mg 

DPBS(-) GIBCO 14190 100 mL 

 

準備する器具など 

滅菌済100 mL容器 

0.22 µmフィルター 

プラスチックシリンジ 各種 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済プラスチック容器  

ピペットエイド 

4℃冷蔵庫 

安全キャビネット 

パラフィルム 

作業  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット内 

DPBS(-)、100 mL容器、プラスチック容器（小分け用）

を安全キャビネットに入れる 
  

2 100 mL容器にDPBS(-)を 100 mL分取する   

3 
Heparan sulfate sodium saltの入った容器を安全キャ

ビネットに入れる 

  

4 
Heparan sulfate sodium saltを DPBS(-)100 mLで溶解

する 

試薬容器の中にDPBS(-)を入

れ、ピペッティングしながら

溶かして戻す 

5 0.22 µmフィルターで滅菌する   

6 20 mLずつ小分け分注をする 
使いやすい液量に分注して

よい 

7 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする   

8 
小分けした容器にHeparan sulfate sodium salt、調製

後の最終濃度、調製日を記載する 

  

9 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する 
長期保存をする場合は-20℃

冷凍庫で保管する 

 

 

≪hESF8作製用ストック溶液（※4）≫ 
Apo-transferrin human (1 mg/mL) 》 

準備する試薬 メーカー カタログ番号 必要量 

Apo-transferrin human ：トランスフェリン SIGMA T-2252-100MG 100 mg 

DPBS(-) GIBCO 14190 100 mL 
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準備する器具など 

滅菌済100 mL容器 

0.22 µmフィルター 

プラスチックシリンジ 各種 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済プラスチック容器 

ピペットエイド 

4℃冷蔵庫 

安全キャビネット 

パラフィルム 

作業  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

DPBS(-)、100 mL容器、プラスチック容器（小分け用）を

安全キャビネットに入れる 
  

2 100 mL容器にDPBS(-)を 100 mL分取する   

3 
トランスフェリンの入った容器を安全キャビネットに入

れる 

  

4 トランスフェリン100 mgを DPBS(-)100 mLで溶解する 

試薬容器の中にDPBS(-)を入

れ、ピペッティングしながら

溶かす 

5 0.22 µmフィルターで滅菌する   

6 20 mLずつ小分け分注をする 
使いやすい液量に分注して

よい 

7 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする 
 

8 
容器にトランスフェリン、調製後の最終濃度、調製日を記

載する 

  

9 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する 
長期保存をする場合は-20℃

冷凍庫で保管する 

 

【 その他の調製が必要な溶液  】 
 

《（※5）HCl (4 mM) 》 

準備する試薬 メーカー カタログ番号 必要量 

HCl（100 mM） SIGMA 13-1730-5 4 mL 

DW GIBCO 15230 96 mL 

 

準備する器具など 

滅菌済100 mL容器 

滅菌済ピペット 各種 

ピペットエイド 

安全キャビネット 
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作業 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

DW、HCl（100 mM）、100 mL容器を安全キャビネットに入

れる 
  

2 100 mL容器にDWを 96 mL分取する   

3 100 mL容器にHCl (100 mM)を 4 mL加える 
使用する直前に調製し、作り

置きをしない 

 

《fatty acid free-BSA (FAF-BSA )in PBS (50 mg/mL) 》 

準備する試薬 メーカー カタログ番号 必要量 

Albumin from bovine serum（fatty acid free）：FAF-BSA SIGMA A8806 1 g 

DPBS(-) GIBCO 14190 20 mL 

 

準備する器具など 

滅菌済50 mL遠心管 

0.22 µmフィルター 

プラスチックシリンジ 各種 

滅菌済ピペット 各種 

電子天秤 

ピペットエイド 

安全キャビネット 

作業 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 電子天秤 FAF-BSAを1 g秤量する   

2 

安全キャビネット

内 

秤量したFAF-BSA、DPBS(-)、50 mL遠心管を安全キャビネ

ットに入れる 
 

3 遠心管にDPBS(-)を 20 mL分取する  

4 
分取したDPBS(-)の中に、少しずつFAF-BSAを入れて 

溶解する 

FAF-BSAの中にDPBS(-)を入

れると溶けにくくなる 

5 0.22 µmフィルターで滅菌する 
 

6 蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシールする  

7 4℃冷蔵庫 4℃冷蔵庫に保管する  

 

【 そのほか使用する試薬 】 

 ・Fibronectin ：Fibronectin, from bovine plasma, (SIGMA F1141-5MG) 

・CMF-PBS  

・Dimethyl sulfoxide (DMSO): DMSO Hybri-MaxTM,(SIGMA D2650) 

 

・[10 mM ROCK inhibitor（Y-27632）]  

5 mgのY-27632(WAKO, cat. No. 253-00513)を 1.48 mL の滅菌水で溶解し、分注して-20℃で保存。 

 

・[ FGF-2 調製液 ] 1 mg/mL FAF-BSA in PBS 

 50 mg/mL FAF-BSA in PBS （29ページ参照）をDPBS(-)で 1 mg/mL になるように希釈調製。4℃で保存。 

   

・[ Activin A 調製液 ] 4 mM HCl in 1 mg/mL FAF-BSA in PBS 

  4 mM HCl（28ページ参照）9.8 mLに50 mg/mL FAF-BSA in PBS （29ページ参照）を0.2 mLを加えて調製。4℃で

保存。  
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４．準備する器具や機器 

【滅菌済トランスファーピペット】 

・ピックアップパッセージ＆分化細胞除去用 

BM Bio 233-1S（先細タイプ） 

http://www.bmbio.com/product_detail.php?itemid=1781 

 

・iPS細胞解凍用 

BM Bio 202-1S（先太タイプ） 

http://www.bmbio.com/product_detail.php?itemid=909   

 

  

0.22 µm フィルター 

プラスチックシリンジ 各種 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

滅菌済ゲノム用1000 µLマイクロピペットチップ（先太）（AXYGEN, T-1005-WB-C-R-S） 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済ガラスパスツールピペット 

StemPro®EZpassage TM （invitrogen 23181-010） 

滅菌済セルスクレーパー 

25 cm2 フラスコ (コーニング 430639  あるいはBD Falcon) 

6 ウェルプレート  (コーニング 3516 あるいはBD Falcon 353046) 

24 ウェルプレート  (コーニングあるいはBD Falcon) 

滅菌済15 mL遠心管 

滅菌済50 mL遠心管 

滅菌済 100 mL容器 

滅菌済プラスチック容器 各種 

超低温細胞保存用チューブ（Nalgene CryowareTM, Cryogenic vials, 5000-0020） 

超低温細胞保存用チューブ用ラベル 

ピペットエイド 

マイクロピペット 各種 

緩慢冷却容器（Nalgen Cryo 1℃ Freezing Container, #5100-0001、あるいは、日本フリーザー凍結処理容器バイセ

ル） 

安全キャビネット 

37℃ CO2インキュベーター（CO2濃度10％） 

位相差顕微鏡 

吸引システム 

37℃恒温槽 

-80℃ディープフリーザー 
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凍結細胞保管用液体窒素タンク 

電子天秤 

液体窒素 

液体窒素を入れる容器（＊発砲スチロールのアイスボックスなど）  

実験用紙タオル・ワイプ 

70～80％消毒用エタノール 

パラフィルム 

アルミホイル 

ストップウォッチ 

 

５．Fibronectin Coat（FNコート)の準備 

準備する試薬や器具など 

fibronectin from bovine plasma(1 mg/mL) ：FN  

DPBS(-) 

24 ウェルプレート   （※）解凍時 

6 ウェルプレート / 25 cm2  フラスコ 

滅菌済15 mL遠心管 

滅菌済50 mL遠心管 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

ピペットエイド 

ピペットマン 

パラフィルム 

37℃・CO2インキュベーター 

4℃冷蔵庫 

(※)iPS細胞解凍時は 24 ウェルプレートの 1 ウェルを使用すること。 

通常継代時は、6 ウェルプレートあるいは25 cm2 フラスコを使用している。10 cm dishの使用は、国際的に推奨

されていない。 

培養器のメーカーによって接着、増殖、分化が変化することが多い。BD社、コーニング社のものは未分化維持でき

ることを確認しているが、細胞株により異なる場合も予測される。 

前準備 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

培養容器を安全キャビネット内に入れる   

2 プレート/フラスコに損傷がないかチェックする   

3 FN 、DPBS(-)の容器、遠心管を安全キャビネットに入れる   

作業  

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

遠心管にDPBS(-)を必要量分取する （※1）液量は次ページ参照 

2 FNを分取したDPBS(-)に必要量加える 
（※1）液量は次ページ参照 

（※2） 

3 ピペットで混和し、FN溶液を培養容器に加える （※1）液量は次ページ参照 

4 FN溶液を素早く底面全体にいきわたらせる   
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5 
CO2インキュベー

ター 
37℃・CO2インキュベーター内に入れ、3時間静置する （※3）（※4） 

 

FNコート FN FN FN 

（一例） 2 µg/cm2 5 µg/cm2 10 µg/cm2 

Ｃ社 

25 cm2 フラスコ 

DPBS(-) 4 mL  4 mL 4 mL  

FN 

(1 mg/mL) 
50 µL  125 µL 250 µL  

Ｂ社 

6 ウェルプレート 

(9.6 cm2/well) 

DPBS(-) 2 mL 2 mL 2 mL 

FN 

 (1 mg/mL) 
19.2 µL  48 µL 96 µL 

Ｂ社 

24 ウェルプレート 

(1.88 cm2/well) 

DPBS(-) 1 mL 1 mL 1 mL 

FN 

(1 mg/mL) 
3.76 µL  9.4 µL  18.8 µL 

（※1） 通常の培養時は、FN の濃度は 2 µg/cm2でも十分であるが、ロットによっては 5 µg/cm2の方がよい場合があ

る。iPS細胞解凍時は、10 µg/ cm2で実施する。 

（※2） FNは容器やピペットに吸着しやすいので、調製したら直ちに培養容器へ入れる。 

（※3） 事前にコーティングする場合は、培養容器の蓋にパラフィルムを巻いて4℃保存するし、3日以内に使用する。

4℃でコーティングした場合は、使用前に室温に戻す。 

（※4） 使用する際は、播種直前に液を吸引除去し、コート面が乾かないようにする。 

 
６．iPS細胞の解凍 

【注意】JCRB1493を解凍する時は必ず 24 ウェルプレートの 1 ウェルを使用すること。 
 
 

 

準備する試薬や器具など 

ヒトiPS細胞凍結バイアル 

hESF8培地 

ヒトリコンビナントFGF-2 

ヒトリコンビナントActivin A 

10 mM ROCK inhibitor  (Y-27632) 

50 mg/mL FAF-BSA 

FNコート済み容器 （24 ウェルプレート） 

滅菌済15 mL遠心管 

先太トランスファーピペット 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済10 mLピペット 

ピペットエイド 

ピペットマン 

パラフィルム 

37℃ 恒温槽 

37℃・10％CO2インキュベーター 

遠心機 

液体窒素を入れる容器（＊発泡スチロールのアイスボックス等） 

液体窒素 
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前準備   

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 恒温槽 恒温槽を37℃にセットし、作動させる   

2 

安全キャビネッ

ト内 

hESF8培地の容器、15 mL遠心管を安全キャビネットに入

れる 

hESF8培地の使用期限を確認

する 

3 hESF8培地を必要量分取する（wash用10 mL、播種用 1 mL） 

播種用培地の必要量は1 

mL/wellだが、作りやすい液

量で調製するとよい 

4 
hESF8培地の容器の蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシ

ールする 
  

5 4℃冷蔵庫 hESF8培地の容器を直ちに保管場所に戻す   

6 
安全キャビネッ

ト内 

FGF-2の容器を安全キャビネットに入れる FGF-2の使用期限を確認する 

7 
播種用のhESF8培地に、最終濃度が10 ng/mLになるよう

に必要量のFGF-2を加える  

8 4℃冷蔵庫 FGF-2を直ちに保管場所に戻す   

9 
安全キャビネッ

ト内 

Activin Aの容器を安全キャビネットに入れる 
Activin Aの使用期限を確認

する 

10 
7の播種用培地に、最終濃度が2 ng/mLになるように必要

量のActivin Aを加える  

11 4℃冷蔵庫 Activin Aを直ちに保管場所に戻す   

12 
安全キャビネッ

ト内 

ROCK inhibitorの容器を安全キャビネットに入れる   

13 
10の播種用培地に、最終濃度が5 µMになるように必要量

のROCK inhibitorを加える  

14 -30℃フリーザー ROCK inhibitorを直ちに保管場所に戻す   

15 
安全キャビネッ

ト内 

FAF-BSAの容器を安全キャビネットに入れる 
FAF-BSA の使用期限を確認

する 

16 
13の播種用培地に、最終濃度が1 mg/mLになるように必

要量のFAF-BSA を加える  

17 4℃冷蔵庫 FAF-BSAを直ちに保管場所に戻す   

18 
安全キャビネッ

ト内 

16の遠心管の蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシール

する 
  

19 氷中 培地入り遠心管を氷中に保管する   

20 実験台 液体窒素用の容器に液体窒素を入れる   
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21 
ヒトiPS細胞保管

用窒素タンク 

ヒトiPS細胞凍結バイアルをタンクから取り出し、液体窒

素を入れた容器に入れて浸しておく 

バイアルの蓋が液体窒素に

つからないようにしておく 

22 実験台 
21の液体窒素を入れた容器を安全キャビネットの近くに

置いて準備しておく 
  

23 恒温槽 
分取したwash用（hESF8培地）と18の播種用培地を37℃

恒温槽で温める 

培地が確実に温まっている

ことを確認する。必要以上に

恒温槽に放置しないように

する 

作業 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネッ

ト内 

恒温槽で加温済みのwash用と播種用培地の遠心管の水分

を拭き取り、安全キャビネットに入れる 
  

2 

液体窒素から凍結ヒトiPS細胞のバイアルを取り出し、実

験用紙タオルで包みアルコールを全体に噴霧清拭し、安全

キャビネットに入れる 

  

3 

wash用遠心管から培地を先太トランスファーピペットで

約0.5 mL吸引し、凍結バイアルに添加した後、軽くピペ

ッティングし、解凍させた細胞懸濁液を素早くwash用遠

心管に回収する 

ピペッティング回数はでき

るだけ少なくし、一気に解凍

し、素早く回収する 

4 遠心機 20G (300 rpm)、室温で2分間遠心する  

5 

安全キャビネッ

ト内 

FNコート済みプレートを安全キャビネットに入れる 

遠心している間に準備する  
6 

FNコート済みプレートに、解凍の日付、細胞株名、ヒト

iPSの凍結バイアルに記載されている継代数に「＋1」を

加えて記載する 

7 遠心後、直ちに遠心管を安全キャビネットに入れる   

8 

安全キャビネッ

ト内 

 

ペレットを吸わないように、上清を吸引除去する   

9 ペレットを軽く3回タッピングする 
ほぐれていることを確認す

る 

10 
播種用培地をピペットで吸い上げ、ペレットに優しく加え

てヒトiPS細胞懸濁液を作製する 
  

11 
FNコート済みのプレートのコーティング液を吸引除去す

る 
  

12 ヒトiPS細胞懸濁液を1 mL/wellで播種する(※) 

コロニーが底に沈んでいる

場合は、懸濁液の上清をピペ

ットで取り、底にゆるやかに

吹きかけて、底にあるコロニ

ーを浮き上がらせる 
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13 
位相差顕微鏡 

 
顕微鏡でコロニーの状態（大きさ、分散状態）を確認する   

14 

CO2インキュベー

ター 

 

CO2インキュベーターへ移し、細胞が均一に分布するよう

に、静置する前に容器を斜め20度くらいに傾けて前後に

揺すり、浮遊液が動いている状態で素早く静置する 

 

15 CO2濃度 10%のインキュベーターで培養する 

生着には時間がかかる場合

が多いので、翌日は観察せ

ず、2日間はできるだけ静置

しておくのが望ましい 

(※) 24 ウェルプレート の場合 

 
７．培地交換 

準備する試薬や器具 

hESF8培地 

ヒトリコンビナントFGF-2  

ヒトリコンビナントActivin A 

滅菌済遠心管 各種 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

パラフィルム 

ピペットエイド 

ピペットマン 

37℃恒温槽 

37℃・10％CO2インキュベーター 

位相差顕微鏡 

安全キャビネット 

前準備 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 位相差顕微鏡 ヒトiPS細胞の状態を確認する   

2 恒温槽 恒温槽を37℃にセットし、作動させる   

3 

安全キャビネッ

ト内 

hESF8培地の容器、遠心管を安全キャビネットに入れる   

4 遠心管にhESF8培地を必要量分取する   

5 
hESF8培地の容器の蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシ

ールする 
  

6 4℃冷蔵庫 hESF8培地を直ちに保管場所に戻す   

7 
安全キャビネッ

ト内 

FGF-2の容器を安全キャビネットに入れる   

8 
培地入り遠心管にFGF-2を最終濃度が10 ng/mLになるよ

うに加える 
（= hESF9培地） 

9 4℃冷蔵庫 FGF-2を直ちに保管場所に戻す   
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10 
安全キャビネッ

ト内 

Activin Aの容器を安全キャビネットに入れる   

11 
8の培地にActivin Aを最終濃度が2 ng/mLになるように

必要量加える 
（= hESF9a培地） 

12 4℃冷蔵庫 Activin Aを直ちに保管場所に戻す   

13 
安全キャビネッ

ト内 

11の遠心管の蓋をしっかりと閉め、パラフィルムでシー

ルする 
  

14 恒温槽 13の遠心管を使用時に37℃恒温槽で温める 
必要以上に恒温槽に放置し

ないようにする 

作業    

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

恒温槽で加温した培地入り遠心管を安全キャビネットに

入れる 
  

2 
培地交換をするiPS細胞播種プレートまたはフラスコを、

CO2インキュベーターから安全キャビネットに移す 
  

3 
細胞の成育具合に応じて、次のページを参照の上、培地交

換を行う 

解凍直後はすぐに培地を全

量交換しないこと 

4 位相差顕微鏡 培地交換後のヒトiPS細胞の状態を確認する   

5 
CO2インキュベー

ター 

ヒトiPS細胞播種プレートをCO2濃度10%のインキュベー

ターに入れる 
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＜解凍～培地交換～継代までの一例：JCRB1493＞ 

day

0 解凍　P1

3 培地0.5 mL追加 

5 培地0.5 mL追加 

7 培地全量交換 sup 0 mL+ 1 mL

9 sup 0.5 mL+ 1 mL

10 継代　P2

13 sup 0.5 mL+ 4 mL あるいは sup 1 mL+ 3 mL

14 sup 0.5 mL+ 4 mL あるいは sup 1 mL+ 3 mL

15 sup 0.5 mL+ 4 mL

16 sup 0.5 mL+ 4 mL

17 継代　P3
6 ウェルプレートから25 cm2フラスコ等へ継代

継代周期はおよそ7～8日間隔

24 ウェルプレート使用

1 vial を 1 ウェルへ解凍： 1 mL/well

1 ウェル（24 ウェルプレート）から

1 ウェル（6 ウェルプレート）へ継代：5 mL/well

24ウェルプレート P1解凍後 day13  

6ウェルプレートへ P2 継代後 day2

25cm2 フラスコへ P3 継代後 day4 

＜ALP染色＞

 
＊ 解凍以降の培地交換は以下を参照に行うこと 

解凍 

から2日間 
プレートを動かさず静かに培養する。 

3日目～ 

検鏡して、3日目から1～2日おきぐらいに培地を少しずつ足していく。加える培地がウェ

ルに対して多すぎる場合は、培養上清を少し除去して液量を調節する。この時、生着して

いないで浮いている細胞の塊をできるだけ除去せずにそのままにしておく。 

7日前後 
しっかりと生着している細胞が確認されたら、7日前後で一度ウェルの培地を全量交換す

る。 

培地全量交換後 

～継代前日まで 
細胞の状態に合わせて培養上清を残しながら培地交換を行っていく。 

初回継代 

（約10～14日目） 

コロニーがウェルに大きく広がり熟した状態まで成長してから、継代を行う。生着したコ

ロニーの数や大きさによるが、初回継代は6 ウェルプレートの1～2 ウェルに継代すると

よい。 

通常時の培地交換 

十分なコロニー数が得られれば、継代後2～3日目から培地を0.5～2 mL程度残して培地交

換を行う。培地交換は毎日行うのが望ましいが、コロニー数が少ない場合(～10個／25 cm2  

フラスコ)には1日おきの実施でも可。 

（例） 

3日目 新しい培地を1～2 mL加える。 

5日目 培養上清を半量程度残して新しい培地を半量加える。 

6日目 培養上清を1/3量程度残して新しい培地を2/3量加える。 

* 週末は土曜日か日曜日のどちらか１回のみにしている。ただしその場合、コンフルエントでない状態にしておく

必要がある。また、3日目以降にEB様のコロニーがある場合は、目視か顕微鏡で確認しながらトランスファーピペッ

ト（BM Bio 233-1S）などを用いて取り除く。 
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８．iPS細胞の継代（メカニカルによる分散法） 

準備する試薬や器具 

継代するiPS細胞 

FNコート済み培養容器  

hESF8培地 

ヒトリコンビナントFGF-2  

ヒトリコンビナントActivin A 

StemPro®EZPassage 

セルスクレーパー 

先細トランスファーピペット 

滅菌済遠心管 各種 

滅菌済ガラスパスツールピペット 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

1000 µLゲノム用マイクロピペットチップ（先太） 

ピペットエイド 

ピペットマン 

37℃恒温槽 

37℃・10% CO2インキュベーター 

遠心機 

位相差顕微鏡 

安全キャビネット 

パラフィルム 

氷 

前準備 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

位相差顕微鏡 

継代するiPS細胞を顕微鏡で写真撮影する 

代表的なコロニーと分化し

たコロニー・形態がよくない

コロニー（弱拡大＋強拡大） 

2 
顕微鏡下の観察あるいは目視で、分化しているコロニー

の取り除く個所をマジックで丸く囲む 
  

3 
CO2インキュベータ

ー 
継代するiPS細胞をCO2インキュベーターに戻す   

4 
安全キャビネット

内 

FNコート済みフラスコまたはプレートをCO2インキュベ

ーターから安全キャビネットへ移す 
  

5 
FNコート済みフラスコまたはプレートに細胞名、継代

数、継代日、播種濃度を記入する 
  

6 
安全キャビネット

内 

各種遠心管、hESF8培地の容器を安全キャビネットに入

れる 

hESF8培地の使用期限を確認

する 

7 
遠心管にhESF8培地（懸濁用、播種用）を必要量分取す

る 
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8 
安全キャビネット

内 

hESF8培地の容器の蓋をしっかり閉め、パラフィルムで

シールする 
  

9 4℃冷蔵庫 hESF8培地の容器を直ちに保管場所に戻す   

10 
安全キャビネット

内 

FGF-2の容器を安全キャビネットに入れる FGF-2の使用期限を確認する 

11 
hESF8培地（懸濁用、播種用）にFGF-2を最終濃度が10 

ng/mLになるように加える 
（= hESF9培地） 

12 4℃冷蔵庫 FGF-2を保管場所に戻す   

13 
安全キャビネット

内 

Activin Aの容器を安全キャビネットに入れる   

14 
11の培地（懸濁用、播種用）にActivin Aを最終濃度が

2 ng/mLになるように必要量加える 
（= hESF9a培地） 

15 4℃冷蔵庫 Activin Aを直ちに保管場所に戻す   

16 
安全キャビネット

内 

14の遠心管の蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシール

する 
  

17 氷中 16の培地入り遠心管を氷中で保管する   

18 恒温槽 恒温槽を37℃にセットし、作動させる   

作業 A  初回継代時（24 ウェルプレート: 1ウェル→ 6 ウェルプレート: 1～2 ウェルへ） 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 恒温槽 
hESF9a培地（懸濁用、播種用）を使用時に37℃恒温槽で

温める 

必要以上に恒温槽に放置し

ないようにする。 

2 

安全キャビネット

内 

先細トランスファーピペットを安全キャビネットに入れ

る 
  

3 
恒温槽で加温した懸濁用、播種用培地入り遠心管を安全

キャビネットに入れる 
  

4 
継代する細胞をCO2インキュベーターから安全キャビネ

ットに移す 
  

5 

丸く囲った箇所を、滅菌ガラスパスツールピペットを用

いて吸引除去する。ウェルの培地量が多い場合は、培地

を吸引除去し少なめに調整する 

細胞が乾かないように注意

する 

6 

先細トランスファーピペットの先で、ウェル全体を大き

めの賽の目状に切り、細断した細胞をウェルから剥離し

て浮かせる 

  

7 
コロニーを砕かないように、コロニー懸濁液を優しく回

収し、新しい15 mL遠心管に入れる 
  

8 加温した播種用培地1 mLをウェルに加える   
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9 

安全キャビネット

内 

先太のマイクロピペットチップでやさしくピペッティン

グしてウェルに残っている細胞を剥離し、7の遠心管に

入れる 

  

10 
9の遠心管に播種用培地を加えて、播種する細胞懸濁液

の液量を調製する 

6 ウェルプレートの場合は5 

mL/wellで播種する 

11 FNコート済みプレートのコーティング液を吸引除去する   

15 細胞懸濁液を5 mL/wellで播種する 

コロニーが底に沈んでいる

場合は、懸濁液の上清をピペ

ットで取り、底にゆるやかに

吹きかけて、底にあるコロニ

ーを浮き上がらせる。（コロ

ニーを直接吸引排出すると、

コロニーが必要以上に小さ

くなる） 

16 位相差顕微鏡 
顕微鏡でコロニーの状態（大きさ、分散状態）を確認す

る 
  

17 CO2インキュベー

ター 

CO2インキュベーターに移し、細胞が均一に分布するよう

に、静置する前に容器を斜め20度くらいに傾けて前後に

ゆすり、浮遊液が動いている状態で素早く静置する 

  

18 CO2濃度 10%のインキュベーターで48時間以上静置する   

作業 B  通常の継代時（25 cm2 フラスコの場合） 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 恒温槽 
hESF9a培地（懸濁用、播種用）を使用時に37℃恒温槽

で温める 

必要以上に恒温槽に放置し

ないようにする 

2 

安全キャビネット

内 

セルスクレーパー、EZPassageを安全キャビネットに入

れる 
  

3 
継代する細胞をCO2インキュベーターから安全キャビネ

ットに移す 
  

4 
丸く囲った箇所を、滅菌ガラスパスツールピペットを用

いて吸引除去する 

細胞が乾かないように注意

する 

5 EZPassageでフラスコの長辺と平行に細胞を細断する 

細胞が培地に浸っている状

態で、フラスコ表面にローラ

ーを強く押し付けて引く。同

じ箇所を再度通らない。 
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6 
安全キャビネット

内 

セルスクレーパーで、5と十字になる方向にコロニーを

剥離する 

細胞が培地に浸っている状

態で、確実に細胞がはがれる

ように、セルスクレ-パーを

フラスコ表面に強く斜めに

押し付けて動かす。同じ箇所

を再度スクレープしない。 

7 
コロニーを砕かないように、コロニー懸濁液を優しく回

収し、新しい15 mL遠心管に入れる 
  

8 遠心機 20G (300rpm)、室温で1分間遠心する 
細胞株、細胞の状態によって

変わる 

9 

安全キャビネット

内 

恒温槽で加温した懸濁用、播種用培地入り遠心管を安全

キャビネットに入れる 
遠心している間に行う 

10 遠心後、遠心管を安全キャビネットに入れる   

11 ペレットを吸わないように、上清を吸引除去する   

12 ペレットを軽く3回ほどタッピングする 
ほぐれていることを確認す

る 

13 10 mLピペットで懸濁用培地を加える   

14 
大きいコロニーがあれば、2回ほど軽くピペッティング

する（小さいコロニーならピペッティングしない） 

コロニーの大きさが約50～

100個程度の細胞集団で構成

されるぐらいに調製する 

15 
必要量の細胞懸濁液を取り、加温した播種用培地に加え

る 
  

16 
FNコート済みフラスコのコーティング液を吸引除去す

る 
  

17 
各フラスコに均一になるように、細胞懸濁液を8 mL/フ

ラスコ播種する 

コロニーが底に沈んでいる

場合は、懸濁液の上清をピペ

ットで取り、底にゆるやかに

吹きかけて、底にあるコロニ

ーを浮き上がらせる。（コロ

ニーを直接吸引排出すると、

コロニーが必要以上に小さ

くなる） 

18 位相差顕微鏡 
顕微鏡でコロニーの状態（大きさ、分散状態）を確認す

る 
  

19 
CO2インキュベータ

ー 

CO2インキュベーターに移し、細胞が均一に分布するよ

うに、静置する前に容器を斜め20度くらいに傾けて前

後に揺すり、浮遊液が動いている状態で素早く静置する 

  

20 CO2濃度 10%のインキュベーターで48時間静置する   
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９．DMSOを用いた緩慢法による細胞凍結法 

準備する試薬や器具 

hESF8培地 

ヒトリコンビナントFGF-2 

ヒトリコンビナントActivin A 

10 mM ROCK inhibitor (Y-27632)  

Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

セルスクレーパー 

StemPro®EZPassage 

滅菌済15 mL遠心管 

滅菌済50 mL遠心管 

滅菌済ガラスパスツールピペット 

滅菌済アスピレーションピペット 

滅菌済ピペット 各種 

滅菌済マイクロピペットチップ 各種 

1000uLゲノム用マイクロピペットチップ（先太） 

超低温細胞保存用チューブ 

超低温細胞保存用チューブ用ラベル 

緩慢冷却容器 

ピペットエイド 

ピペットマン 

金属製ラック 

安全キャビネット 

37℃・10% CO2インキュベーター 

遠心機 

位相差顕微鏡 

-80℃ディープフリーザー 

細胞保管用液体窒素タンク 

パラフィルム 

氷 

 

前準備 １  緩慢冷却容器、チューブラベル、超低温細胞保存チューブの準備 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 4℃冷蔵庫 緩慢冷却容器を必要個数4℃冷蔵庫に入れて冷却しておく 
凍結前日までに準備して

おく 

2 ラベル印刷機 超低温細胞保存チューブのラベルを必要枚数準備する 

細胞名、継代数、ロット

No.(凍結日)、作製者名を

記載 

 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 
安全キャビネット

内 

細胞保存チューブに貼るラベル、金属製のラック、超低温細

胞保存チューブを安全キャビネットへ入れる 
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2 安全キャビネット

内 

超低温細胞保存チューブを必要な本数を出し、ラベルを貼る   

3 超低温細胞保存チューブを金属製のラックに立てる   

4 4℃冷蔵庫 
金属製のラックごと超低温細胞保存チューブを4℃で冷や

しておく 
  

前準備２ 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 作業台 氷を準備しておく   

2 遠心機 遠心機を4℃に冷却しておく   

3 

位相差顕微鏡 

凍結するiPS細胞を顕微鏡で写真撮影する 

代表的なコロニーと分化

したコロニー・形態がよく

ないコロニー（弱拡大＋強

拡大） 

4 
顕微鏡下の観察あるいは目視で、分化しているコロニーの取

り除く個所をマジックで丸く囲む 
  

5 
CO2 インキュベー

ター 
iPS細胞をCO2インキュベーターに戻す   

6 

安全キャビネッ

ト内 

hESF8培地の容器、遠心管を安全キャビネットへ入れる 
hESF8培地の使用期限を確

認する 

7 50 mL遠心管にhESF8培地（凍結用）を必要量分取する   

8 
hESF8培地の容器の蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシー

ルする 
  

9 4℃冷蔵庫 hESF8培地の容器を直ちに4℃冷蔵庫へ戻す   

10 
安全キャビネッ

ト内 

FGF-2の容器を安全キャビネットに入れる 
FGF-2の使用期限を確認す

る 

11 
hESF8培地（凍結用）に最終濃度が10 ng/mL になるように

必要量のFGF-2を加える 
（hESF9培地） 

12 4℃冷蔵庫 FGF-2を保管場所に戻す   

13 
安全キャビネッ

ト内 

Activin Aの容器を安全キャビネットに入れる 
Activin Aの使用期限を確

認する 

14 
11の培地に、最終濃度が2 ng/mLになるように必要量の

Activin Aを加える 
（hES9a培地） 

15 4℃冷蔵庫 Activin Aを直ちに保管場所に戻す   

16 
安全キャビネッ

ト内 

ROCK inhibitorの容器を安全キャビネットに入れる   

17 
14に、最終濃度が5 µMになるように必要量のROCK inhibitor

を加える 
*以下培地Aとする 
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18 -20℃冷凍庫 ROCK inhibitor を直ちに保管場所に戻す   

19 
安全キャビネッ

ト内 

培地Aの遠心管の蓋をしっかり閉め、パラフィルムでシール

する 
  

20 氷中 培地Aの遠心管の培地を氷中で冷却する   

21 
安全キャビネッ

ト内 

十分に冷却した培地Aの遠心管、DMSOの入った容器を安全

キャビネットへ入れる 

培地にDMSOを入れると熱

が発生するため、培地を十

分冷却してからDMSOを添

加する 

22 培地Aに DMSOを最終濃度が10%になるように添加する *以下凍結用培地とする 

23 

氷中 

素早く凍結用培地入り遠心管の蓋をしっかり閉め、氷中で冷

却する 

DMSOを添加すると熱が発

生するので、すぐに氷中に

入れて冷却する 

24 
凍結用培地の遠心管の蓋の部分をパラフィルムでシールし

て氷中で保管しておく 
  

作業 

ステップ/作業場所 作業内容 備考 

1 

安全キャビネット

内 

セルスクレーパー、EZPassageを安全キャビネットに入れ

る 
  

2 
凍結する細胞をCO2インキュベーターから安全キャビネッ

トに移す 
  

3 
丸く囲った箇所をガラスパスツールピペットを用いて吸引

除去する 

細胞が乾かないように注意

する 

4 

安全キャビネット

内 

EZPassageでフラスコの長辺と平行に細胞を細断する 

細胞を乾かさないように、

培地に浸っている状態で、

フラスコ表面にローラーを

強く押し付けて引く。同じ

箇所を再度通らない。 

5 
セルスクレーパーで、4と十字になる方向にコロニーを剥

離する 

細胞を乾かさないように、

培地に浸っている状態で、

確実に細胞がはがれるよう

に、セルスクレーパーをフ

ラスコ表面に強く斜めに押

し付ける。同じ箇所を再度

スクレ-プしない。 

6 
コロニーを砕かないように、コロニー懸濁液を優しく回収

し、新しい15 mL遠心管に加える 
  

7 遠心機 20G (300 rpm)、4℃で1分間遠心する 
細胞株、細胞の状態によっ

て変わる 
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8 
安全キャビネット

内 

氷中の凍結用培地入り遠心管を安全キャビネットに入れる 遠心している間に行う 

9 遠心後、遠心管を安全キャビネットに入れる   

10 

安全キャビネット

内 

ペレットを吸わないように、上清を吸引除去する   

11 ペレットがほぐれる程度に軽く3回ほどタッピングする 
細胞が多い場合はタッピン

グの回数を増やす 

12 凍結用培地を入れ、細胞懸濁液を作製する   

13 氷中 すぐに氷中に入れる 

細胞を凍結用培地に入れた

ら熱が発生するため、すぐ

に氷中に入れて2～5分冷

却する 

14 
安全キャビネット

内 
細胞懸濁液を新しい50 mL遠心管へ移す 

マイクロピペットで細胞を

分注しやすいように径の太

い遠心管を使用する 

15 氷中 すぐに氷中に入れる   

16 

安全キャビネット

内 

冷却しておいた超低温細胞保存チューブを安全キャビネッ

トへ入れ蓋をあけておく 
  

17 
先太のマイクロピペットチップを使用し、超低温細胞保存

用チューブに0.25 mLずつ、凍結用細胞液を手早く入れる 
  

18 氷中 蓋を閉めて直ちに超低温細胞保存チューブを氷中に入れる   

19 
-80℃ディープフ

リーザー 

直ちに4℃に冷却しておいた緩慢凍結容器に入れ、-80℃デ

ィープフリーザーへ入れる  

20 液体窒素タンク 翌日、液体窒素タンクへ移して保存する   
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添付資料1．細胞解凍作業チェックシート 

日時 Executioner　：　 プロジェクト名：

MMT-MEF: CF-1 B6 ICR SNL

hESC:

hiPSC:

Passage
No

機器 遠心機 ３７℃湯浴 CO2インキュベーター No. Variance

Lot: Lot: Lot:

Lot: Lot: Lot: 

Lot: Lot: Lot: 

必要量 培地 mL ３７℃湯浴 min

FGF-2　　 Lot: 　 　  　µg/mL x( 　　　  )　µL 最終濃度 ng/mL Variance

Activin A Lot: 　　　µg/mL x( 　　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

PDGF Lot: 　　　µg/mL x( 　　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

Lot: x( 　　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　　  )　µL 最終濃度

  Vial （   　　　　）本 Variance

　培地を分取し、37℃恒温槽で加温する  

　加温したwash用培地を安全キャビネットに入れる

　液体窒素容器からvialを取り出す

　Vialをアルコールで拭いた後、安全キャビネットに入れる

　加温したwash用培地を先太トランスファーピペットで約 500 µL入れる

　穏やかにピペッティングで融解させ、素早くwash用培地の遠心管に回収する

　rpm　

G

　上清除去

　細胞数：（　　・多い　　　・やや多い　　・適切　　　・やや少ない　　　・少ない　）

　軽くタッピングして細胞ペレットをほぐす

  播種用培地を（　　　　　　　）mL 細胞ペレットに加える

　(       　    ) cm2　フラスコ 　 (   　　        ) 　mm Dish

　(        　   ) well plate 

　（　　　　　　）mL ずつ播種する 播種密度　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　顕微鏡で細胞の様子を見る

　細胞の状態： （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  コロニーの大きさ：　　（　  ・大きい　　  　 ・適切　　 　  ・小さい　　　　）　

インキュベーター　NO. CO2濃度 ％

細胞解凍　　　作業チェックシート

細

胞

情

報

細胞名

P-（　　　  　　　　　　　　　 　）

終了時間：

開始時間：

Defrost

×（　　　 　　　）

マ

テ

リ

ア

ル

チ

ェ

ッ

ク

medium
など

用事
添加
因子 ROCK inhibitor

×（　　　　 　　）

×（　　 　　　　）

×（　　 　　　　）

　遠心　　（　　　　　　　  ） （　　　　　　　）分間      室温
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添付資料2．細胞継代作業チェックシート 

日時 Executioner　：　 プロジェクト名：

MMT-MEF: CF-1 B6 ICR SNL

hESC:

hiPSC:

Passage
No

前回

継代日:
　　月　　　日 予定通り

今回の

継代日は:
予定通り 予定より早い 予定より遅い

細胞の
状態

未分化コロニー

がほとんど

分化した細胞

がやや多い

分化した細胞

が多い

熟してないコロ

ニーが多い

よくわからない

が変
コンフルエント

サブコンフル

エント

細胞が予定よ

り少ない

細胞がほとん

ど死んでいる

写真 なし ｘ４０ (      ) ｘ１００ (    ) ｘ２００ (      ) ファイル格納場所

機器 遠心機 ３７℃湯浴 CO2インキュベーター No. Variance

Lot: Lot: Lot:

Lot: Lot: Lot: 

Lot: Lot: Lot: 

必要量 培地 mL ３７℃湯浴 min

FGF-2　　 Lot: 　 　  　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL Variance

Activin A Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

PDGF Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Dispase  Lot: STEMPRO®EZPassage™Tool

Trypsin/EDTA Lot: ピックアップ

CTK Lot: 

アキュターゼ Lot:

Lot:

必要量 mL 

25cm2フラスコ 75 cm2フラスコ 60 mm Dish 90 mm Dish

6 well plate 12 well plate 24 well plate

1回目PBS mL/each 1回目培地 mL/each Variance

2回目PBS mL/each 2回目培地 mL/each

剥離液
処理

mL/each

室温 ～１分 ～２分 ～７分 ～１０分

37℃ ～１分 ～２分 ～７分 ～１０分

処理後
の様相

コロニーの周囲

のみがカール

コロニーが半

分程度剥がれ

た

コロニーがほ

とんど浮き上

がった

ほとんど変化

ない

剥離剤吸引除去 ｘ（　 　　）

Wash with Medium mL/each ｘ（　　　　）

Wash with PBS mL/each ｘ（　　　　）

pipetting ｘ（　　　　）

scraper ｘ（　　　　）

回収 チューブに回収　　　　： 直接次の培養器に播種

遠心
速度

200rpm

(　10G　)

300rpm

(　20　G)

700rpm

(　90G　)

1000rpm

(　190G　)

1200rpm

(　270G　)

遠心
時間

1min 2min 3min 5min

上清を除去

Wash培地添加 mL/each pipetting ｘ（　　　　）

繰り返し ｘ（　　　　）

調製 細胞浮遊液 mL pipetting ｘ（　　　　） Variance

ヘモサイトメーター (　　　） µL
mix with

trypanblue
(　　　）　µL (      ) cells/mL

コールターカウンター (　　　） mL (     )　cells/mL

(     )  cells/mL

細胞浮遊液 mL/each

25 cm2フラスコ ｘ（　　　　） 75　cm2フラスコ ｘ（　　　　） 60 mm Dish ｘ（　　　　） 90 mm Dish ｘ（　　　　） ｘ（　　　　）

6 well plate ｘ（　　　　） 12 well plate ｘ（　　　　） 24 well plate ｘ（　　　　） ｘ（　　　　） ｘ（　　　　）

インキュ

ベーター No. ： CO2濃度 ： %

洗浄/
培地
交換

処理
時間

分散

マ

テ

リ

ア

ル

チ

ェ

ッ

ク

medium
など

分散液

　播種密度　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

細胞継代　　　作業チェックシート

細

胞

情

報

細胞名

P-（　　　  　　　　　　　　　   　）

ROCK inhibitor

用事
添加
因子

酵素液で変化がなかったので

スクレーパーした　X（　　　　）

播

種

細胞数
計測

容器と
枚数

分散
枚数

分

散
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添付資料3．培地交換作業チェックシート 

日時 Executioner　：　

インキュベーターNo. 前回作業者： プロジェクト名：

MMT-MEF: CF-1 B6 ICR SNL

hESC:

hiPSC:

Passage

No

前回

継代日:
　　月　　　日

今回の

継代日は:
予定通り 予定より早い 予定より遅い

細胞の

状態

未分化コロニー

がほとんど

分化した細胞が

やや多い

分化した細胞が

多い

熟してないコロ

ニーが多い

よくわからない

が変
コンフルエント

サブコンフルエ

ント

細胞が予定より

少ない

細胞がほとんど

死んでいる

写真 なし ｘ４０ (      ) ｘ１００ (    ) ｘ２００ (      ) ファイル格納場所

機器 ３７℃湯浴 CO2インキュベーター Variance

Lot: Lot: Lot:

Lot: Lot: Lot: 

Lot: Lot: Lot: 

必要量 培地  mL ３７℃湯浴 分

FGF-2　　 Lot: 　 　  　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL Variance

Activin A Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

PDGF Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

25 cm2フラスコ 75 cm2フラスコ 60 mm Dish 90 mm Dish

6 well plate 12 well plate 24 well plate

培地

吸引
全量吸引 0.5 ｍL残して 1 mL残して 2 mL残して mL残して 吸引せず

培地

添加
mL/each

インキュ

ベーター
No. CO2濃度 ： %

日時 Executioner　：　

インキュベーターNo. 前回作業者： プロジェクト名：

MMT-MEF: CF-1 B6 ICR SNL

hESC:

hiPSC:

Passage
No

前回

継代日:
　　月　　　日

今回の

継代日は:
予定通り 予定より早い 予定より遅い

細胞の
状態

未分化コロニー

がほとんど

分化した細胞が

やや多い

分化した細胞が

多い

熟してないコロ

ニーが多い

よくわからない

が変
コンフルエント

サブコンフルエ

ント

細胞が予定より

少ない

細胞がほとんど

死んでいる

写真 なし ｘ４０ (      ) ｘ１００ (    ) ｘ２００ (      ) ファイル格納場所

機器 ３７℃湯浴 CO2インキュベーター Variance

Lot: Lot: Lot:

Lot: Lot: Lot: 

Lot: Lot: Lot: 

必要量 培地  mL ３７℃湯浴 分

FGF-2　　 Lot: 　 　  　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL Variance

Activin A Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

PDGF Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

25 cm2フラスコ 75 cm2フラスコ 60 mm Dish 90 mm Dish

6 well plate 12 well plate 24 well plate

培地
吸引

全量吸引 0.5 ｍL残して 1 mL残して 2 mL残して mL残して 吸引せず

培地
添加

mL/each

インキュ

ベーター No. CO2濃度 ： %

ROCK inhibitor

用事

添加

因子

マ

テ

リ

ア

ル

チ

ェ

ッ

ク

Medium
など

用事
添加
因子 ROCK inhibitor

マ

テ

リ

ア

ル

チ

ェ

ッ

ク

Medium

など

対象

細

胞

情

報

培

地

交

換

培

地

交

換

培地交換　作業チェックシート

細

胞

情

報

P-（　　　                                　）

細胞名

対象

培地交換　作業チェックシート

細胞名

P-（　　　                                　）
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NIBIO, Laboratory of Stem Cell Cultures 
 

添付資料4．細胞凍結チェックシート 

日時 Executioner　：　 プロジェクト名：
MMT-MEF: CF-1 B6 ICR SNL

hESC:

hiPSC:

P-（　　　   　）
前回

継代日:
　　月　　　日

細胞の

状態

未分化コロニー

がほとんど

分化した細胞

がやや多い

分化した細胞が

多い

熟してないコロ

ニーが多い

よくわからな

いが変

コンフルエン

ト

サブコンフル

エント

細胞が予定

より少ない

細胞がほとん

ど死んでいる

写真 なし ｘ４０ (      ) ｘ１００ (    ) ｘ２００ (      ) ファイル格納場所

機器 遠心機 ３７℃湯浴 CO2インキュベーター Variance

Lot: Lot: Lot:

Lot: Lot: Lot: 

Lot: Lot: Lot: 

必要量 培地 mL ３７℃湯浴 分

FGF-2　　 Lot: 　 　  　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL Variance

Activin A Lot: 　　　µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

PDGF Lot: µg/mL x( 　　  )　µL 最終濃度 ng/mL

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

Lot: x( 　　  )　µL 最終濃度

DMSO （  　 　  ） Lot: 

培地 （   　    ） Lot: 

FGF-2　　 （   　    ） Lot: 

Activin A （   　    ） Lot: 

ROCK inhibitor （   　    ） Lot: 

（   　    ） Lot: 

必要量 凍結用培地 mL　　DMSO（　　　）％ mL

Dispase  Lot: STEMPRO®EZPassage™Tool

Trypsin/EDTA Lot: ピックアップ

CTK Lot: 

アキュターゼ Lot: 

Lot: 

必要量 mL

25 cm
2
フラスコ 75cm

2
フラスコ 60 mm Dish 90 mm Dish

6 well plate 12 well plate 24 well plate

1回目PBS mL/each 1回目培地 mL/each Variance

2回目PBS mL/each 2回目培地 mL/each

剥離液

処理
mL/each

室温 ～１分 ～２分 ～７分 ～１０分

37℃ ～１分 ～２分 ～７分 ～１０分

処理後

の様相

コロニーの周囲

のみがカール

コロニーが半

分程度剥がれ

た

コロニーがほと

んど浮き上がっ

た

ほとんど変化

ない

剥離剤吸引除去 ｘ（　　　　）

Wash with Medium mL/each ｘ（　　　　）

Wash with PBS mL/each ｘ（　　　　）

pipetting ｘ（　　　　）

scraper ｘ（　　　　）

回収 チューブに回収

遠心

速度

200rpm

(　10G　)

300rpm

(　20　G)

700rpm

(　90G　)

1000rpm

(　190G　)

1200rpm

(　270G　)

遠心

時間
1　min 2 min 3 min 5 min

上清を除去

凍結用培地 mL pipetting ｘ（　　　　） Variance

ヘモサイトメーター (　　　）µL
mix with

trypanblue
(　　　）　µL (      )cells/mL

コールターカウンター (　　　）mL (      )cells/mL

保存 凍結用培地 mL/each 凍結密度 凍結本数 　　　　　　本

（    　　　   ） µL　　Lot: 

ROCK inhibitor

（    　　　   ）mL　　Lot: 

（    　　　   ）mL　　Lot: 

（    　　　   ） µL　　Lot: 

（    　　　   ） µL　　Lot: 

酵素液で変化がなかったので

スクレーパーした　X（　　　　）

凍

結 細胞数

計測

分散

枚数

分

散

洗浄/

培地

交換

処理

時間

分散

調製

マ

テ

リ

ア

ル

チ

ェ

ッ

ク

medium

など

用事

添加

因子

分散液

凍結用

培地

細胞凍結　　　作業チェックシート

細

胞

情

報

細胞名
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