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Corning® PuraMatrix™ ペプチドハイドロゲル
よくある質問と回答

細胞培養

この製品にはどのような細胞の種類 /用途が適していますか？

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルは、肝前駆体細胞 1、ラット褐色細胞腫（PC12）2、
海馬神経 3、および内皮細胞 4などの分化を促すことが知られています。また、様々な初代培養
細胞（例：神経細胞、線維芽細胞、角化細胞）および形質転換細胞（例：MG-63、SH-SY5Y、
HEK293、NIH3T3）との接着を促すことも示されています 5、6。さらに、幹細胞増殖、腫瘍細
胞の転移や浸潤、血管新生、組織再生の in vivo 研究などにも応用が期待できます。

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルは、たんぱく質や成長因子などを添加
しなくても、細胞増殖や分化を促進しますか？

細胞の増殖や分化の最適化を図るためには、Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルと生理
活性因子（例、成長因子、細胞外基質［ECM］タンパク質や他の分子）との適切な混合比を決
めることが必要です。

細胞はハイドロゲル上で培養した方がいいですか（平面培養）、それともゲル中で培
養するのですか（3D包埋培養）？

どちらの方法も可能です。平面培養の最適条件は、細胞株の種類や実験の目的によって異なり
ます。どちらも具体的な使用例や推奨方法については、ユーザーガイドを参照ください。

平面培養法を用いて細胞をハイドロゲル表面に播種した場合、細胞はゲル内部に移
動することができますか？

本ハイドロゲルは線維構造を持ち、柔軟性に優れているので（非共有結合）、細胞はゲル内部に
入ってゆく場合があります。移動する能力に関しては、細胞の種類によって異なります。

播種する際に適切な細胞密度はありますか？

標準的な細胞培養表面（TC）処理または ECMコーティングの器材を用いた平面培養と同適度
の細胞密度をお勧めします。また、3D包埋培養に対しては、0.5～ 1.0× 106 cells/mlの密度
が推奨されます。

Corning PuraMatrixペプチドハイドロゲルで細胞はどのくらいの期間生存できま
すか？

培養の継続期間は、細胞の種類および培養条件によって異なります。例えば、3D包埋培養で 
6週間生存する場合や、平面培養で 1～ 2週間生存する場合があります。

Corning PuraMatrixペプチドハイドロゲルから回収された細胞を継代培養するこ
とはできますか？

できます。ハイドロゲルから細胞を回収し、新たな Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲル、
または別の増殖基質（例：TC処理、ECMコーティング）に継代培養し、新たに成長 /分化さ
せることは可能です。細胞回収のプロトコルについては、ユーザーズガイドをご参照ください。

Corning PuraMatrix ペプチドハイ

ドロゲル（カタログ番号：354250）

は、様々な細胞培養に対し、3Dの

ミクロ環境を提供する合成マトリッ

クスです。細胞の増殖や分化を最適

化するためには、本製品と生理活性

分子（例、成長因子、細胞外基質 

［ECM］タンパク質や他の分子）と

大切な混合比を決定することが不可

欠です。Corning PuraMatrix ペプ

チドハイドロゲルは、標準アミノ酸

（1% w/v）と 99%の水から構成さ

れています。学的条件下におくと、

ペプチドが自己重合し、ナノメーター

単位の線維構造を持った 3Dハイド

ロゲルを形成します（図 1）。この

ハイドロゲルは、Falcon® セルカル

チャーディッシュ、プレート、また

はインサート上で簡単に形成するこ

とができます。
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材料の調整と操作

細胞と材料を混ぜてゲル化させる際に、なぜ迅速な操作が必要なのですか？

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲル保存溶液（1% w/v）の pHは 2～ 4であり、細胞
の生存率に影響を与えることがあります。したがって、細胞がこの液体にさらされる時間を最
小限にとどめるためにも、培地を加えるまでの操作を手早く行う必要があります。手順としては、
最初の 30分間で培地を 3回交換し、サンプルの pHを生理学的 pHに近い値にします。

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルの構造的強度はどうなっていますか？

通常の使用濃度（0.5% w/v）では、ハイドロゲルはやわらかい線維上の網目構造を形成し、構
造的にはそれほど強くありません。したがって、培地交換は特に慎重に行う必要があります（ピ
ペットや吸引管の先がハイドロゲルに直接あたらないように注意してください）。ただし、この
0.5% ハイドロゲルは、多くの細胞の接着や増殖を促進することがわかっています。ハイドロ
ゲルの構造的強度を増加させるためには、希釈せずに（1% w/v）ご使用ください。

細胞、生理活性分子、培地などと混合した時にできる気泡を取り除くにはどうした
らいいですか？

超音波浴槽の中で 30分間処理するか、あるいは遠心分離によって気泡を取り除くことができ
ます（例：卓上型遠心分離器を使い、5K RPMで 2～ 5分間、遠心します）。1.5 mlのエッペン
ドルフチューブでの少量サンプルの場合は、マイクロ遠心器で 10～ 15秒間、フル回転させます。

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルは動物の in vivo実験に使用できますか？

はい、できます。本溶液を動物の体内に注入して生理学的環境に接すると、3Dハイドロゲル
を形成します。また大小の注射針やカテーテルを使って扱えるので、操作も簡単です。ただし、
20G 以下の注射針をしようする際は、体内に気泡が入らないように充分注意してください。

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルのペプチド配列は RGDと似ているの
で、細胞が RGD依存性のインテグリン受容体と結合することはありませんか？

いいえ、ありません。本ペプチド配列は細胞接着を促進しますが、RGD依存性のインテグリン
のシグナル伝達には影響しません。また、これまでの研究によると細胞接着が RGDペプチド
によって阻害されることもありません 5。

解析研究

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルは、共焦点顕微鏡による解析に使用で
きますか？

はい、できます。本製品は透明なゲルを形成するので、共焦点顕微鏡による解析に対しても 
すぐれた解像度を提供します。

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルで培養された細胞を使い、タンパク質
や核酸の分子生物学的解析を行うことはできますか？

はい、できます。本製品で培養された細胞は、ほとんどの分子生物学研究に用いることができ
ます。まずゲルを破壊して細胞を取り出した後、遠心分離によって分離し、その後は標準的な
手順に従って調整が可能です。

Corning PuraMatrix ペプチドハイドロゲルは、免疫蛍光染色法にも利用できますか？

はい、できます。本製品で培養した細胞は、通常の方法を用いて、蛍光色素や免疫学的試薬で
染色することができます。
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