
Corning® Matribot® バイオプリンター： 
Corning スタート犠牲インクを用いた 
バイオプリンティング

プロトコール

本プロトコールは推奨手順となります。本プロトコールをベースとして、必要に応じて調節してください。製品やサンプルの無菌性を維持するため、無
菌条件下で作業してください。

はじめに
本プロトコールでは、Matribotバイオプリンターを用いてスタート犠牲インクを液滴分注する際、および多層グリッドをバイオプリンティングする際の
手順について説明します。液滴の分注およびグリッドプリンティングにおける、スタート犠牲インクの汎用性を解説します。犠牲・補助を目的として、多
くのアプリケーションで単純および複雑な構造をプリントします。本プロトコールではバイオプリンティングのパラメータおよび手順を示し、細胞なし条
件下で、96ウェルマイクロプレートへの分注とディッシュへのプリンティング方法をカバーしています。

注：このインクに細胞を混合しないでください。スタート犠牲インクは、犠牲インクとして使用することを目的としています。他のバイオインクと併用
して、スキャフォールドを作製することができますが、細胞培養をはじめる前に温めた PBSを用いて本インクを洗い流す必要があります。

Matribotバイオプリンターの操作の詳細については、Corning Matribotバイオプリンター取扱説明書（CLS-AN-641DOC JPN）をご参照ください。

必要なもの
	◗ Matribotバイオプリンター（カタログ番号 6150）

	◗ スタート犠牲インク、2.7 mL/シリンジ（カタログ番号 6159）またはスタート犠牲インク（非滅菌）、2.7 mL/シリンジ（カタログ番号 6158）

	◗ 温めた PBS（37°C）

	◗ ディッシュ、マルチウェルプレート、またはマイクロプレート

	◗ BD ルアーロック チップ付きの 3 mLシリンジ（BD 309657）

	◗ Corningスタンダードもしくは高精度バイオプリンティングノズル、22～ 27G *

 - スタンダードバイオプリンティングノズル：22G-410 µm（カタログ番号 6167）、25G-250 µm（カタログ番号 6166）、27G-200 µm（カタログ
番号 6165）

 - 高精度バイオプリンティングノズル：22G-410 µm（カタログ番号 6170）、25G-250 µm（カタログ番号 6169）、27G-200 µm（カタログ番号
6168）

* サンプルの液滴サイズのばらつきを低く抑えることが極めて重要なアプリケーションでは、高精度バイオプリンティングノズルの使用を推奨します。

プロトコール
本プロトコールはMatribotバイオプリンターでの使用に最適化されています。

ステップ 項目 必要なもの 説明

1 シリンジの装填 • Matribotバイオプリンター
• スタート犠牲インク入りの 

3 mLシリンジ
• スタンダード 
バイオプリンティングノズル、 
または 
高精度プリンティングノズル、 
22～ 27G

• ノズルをシリンジに取り付けます。液滴の分注プロトコールでは 22Gノズルを使用し、プリンティン
グプロトコールでは 27Gノズルを使用しています。スタート犠牲インクがノズルのおよそ半分に
達するまで、プランジャーを押して空気を抜きます。

• シリンジのタブが所定位置に固定されるまで、シリンジを反時計回りに回転させます。
• LCDインターフェース上で [Prepare Bioprint]に進んで、シリンジプランジャーホルダーの位置
を調節します。[Raise Plunger]を選択してプランジャーアームをその最大高さまで上昇させてか
ら、[Extrude Volume]を使用してプランジャーアームを下降させ、アームをシリンジプランジャー
の高さに合わせます。

• シリンジプランジャー上でシリンジプランジャーホルダーアームを回転させます。

2 プリンティング 
パラメータの選択 

• Corning DNA Studio 
ソフトウェア

• Corning DNA Studioソフトウェアを使用して、アプリケーションに応じたパラメータを選択しま
す。以下を確認後、ツールバー上で [Print]を選択します。
 - [Droplet]機能を使用して、96ウェル、384ウェルマイクロプレートまたはマルチウェルプレー
トに液滴を分注する場合は、表 1をご参照ください。
 - [Generate]機能を使用して、または固有のオブジェクトファイルで [Bioprint]機能を使用して、
ディッシュに 3層グリッドをプリントする場合は、表 2をご参照ください。

注：表 1、2の値はパラメータを開始する際の基準点のみを示します。アプリケーションごとに必要
な値は調製手順ならびにプリント表面に左右されます。
注：スタート犠牲インクシリンジ調製前にもパラメータを選択できます。



ステップ 項目 必要なもの 説明

3 装置の 
キャリブレーション 
（手動または自動）

• Corning® Matribot®  
バイオプリンター

• ディッシュ、 
マルチウェルプレート、 
またはマイクロプレート

• ディッシュ、マルチウェルプレート、またはマイクロプレートをプリントベッドにセットします。
• ソフトウェアのメッセージを確認してから、手動または自動キャリブレーションを実施します。新し
いシリンジをプリントヘッドに取り付けたり、別の種類のプレートを使用するときは毎回、装置のキャ
リブレーションを行います。

• プリントベッドの水平調整をしていない場合は、自動水平調整を行います。自動水平調整はオプ
ションであり、キャリブレーションが実行されるまでは無効となっています。
注：手動キャリブレーションは、96ウェルマイクロプレートに対して推奨され、384ウェルマイクロ
プレートに対しては必須です。手動キャリブレーションは x、y、zキャリブレーションにつながるため、
ノズルの先端を確実にウェルの中心に配置してください。

4 ノズルプライミング • Matribotバイオプリンター • プリント直前には毎回、液滴を 2～ 3滴排出し、ノズルをプライミングします。プリントする前に、
ティッシュペーパーでノズルをきれいにします。材料がノズルの先端でゲル化している場合は、プ
リント開始前に、ゲルを完全に押し出すようにします。

5 プリンティング • Matribotバイオプリンター
• ディッシュ、 
マルチウェルプレート、 
またはマイクロプレート

• [Start]を押して、プリンティングプロセスを開始します。
 -液滴については図 1、3層グリッド構造については図 2をご参照ください。
 -プリント後の構造が希望どおりではなかった場合は、Corning Matribot Bioprinter Parameters
（CLS-AN-648）に従い、必要に応じてパラメータを調節します。
注：値はパラメータを開始する際の基準点のみを示します。値は個別のアプリケーションに応じて調
節が必要になる場合があります。

6 Corning スタート 
犠牲インクの除去

• 温めた PBS Corning スタート犠牲インクは架橋できません。洗浄前に、プリントされた他のバイオインクが架
橋され、構造が保持されていることを確認します。
• インク除去の際、バイオプリントされた構造物を温めた PBSで洗い、構造物から犠牲インクを溶
かして洗い流します。

表 1. スタート犠牲インクを、96ウェルマイクロプレートに分注する際の
Matribotバイオプリンター [Droplet Print]機能での推奨設定値。

パラメータ

Well plate 96ウェル 
マイクロプレート

Nozzle 0.410 mm（22G）

Temperature printbed -

Temperature printhead -

Extrusion rate 60 µL/s

Extrusion volume 20 µL

Retract volume 15 µL

Droplet volume 5 µL

Z-offset 0.3 mm

Extra preflow volume 0 µL

Retract rate 60 µL/s

Postflow stop time 0.3 s

Z-lift 20 mm

図 1. スタート犠牲インクを使用して、表 1 のパラメータに基づいて 96ウェルマイ
クロプレートに分注した液滴。

表 2. 細胞なしの 3層グリッド（20 x 20 mm）をプリントする際に使用する推
奨設定値。

パラメータ

Temperature printbed -

Nozzle 0.2 mm（27G）

Speed 10 mm/s

Temperature printhead -

Preflow volume 38 µL

Extrusion rate 2.5 µL/s

Retract volume 38 µL

Z-offset 0.1 mm

Extra preflow volume 3.5 µL

Infill extrusion multiplier 100%

Retract rate 60 µL/s

Extra retract 0 µL

Postflow stop time 0.3 s

Z-lift 3.0 mm

図 2. スタート犠牲インクを使用して、表 2のパラメータに基づいてプリントした 
3層グリッド構造。
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