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CELL CULTURE CONTAMINATION
Practical guide



細胞培養における微生物汚染は、あなたの
研究にとって重大かつ深刻な脅威です。マ
イコプラズマ、バクテリア、真菌が侵襲する
と、培地中の細胞を殺傷したり劇的に変化
させたりし、悲惨な結果、時間の浪費、資
源の損失をもたらします。本冊子では、培
養物に侵入する可能性が最も高い汚染物質
を取り上げ、それらを回避するためのグッド
プラクティス（優れた実践）やそれらを除去す
るための解決策について洞察を提供します。
InvivoGen 社は、自然免疫や微生物学の専
門家として、これらの生物汚染が実験結果を
いかに妨害し得るのかよく知っています。細
菌性および真菌性の汚染は結果的には肉眼
で検出されますが、マイコプラズマやエンド
トキシンは肉眼では確認できません。汚染
に気が付かなければデータの誤った解釈に
つながる可能性もあるため、深刻な問題と
なり、実際そのようなデータがこれまで多く
公表されてきました。その結果、学術誌で
は現在、細胞培養中にマイコプラズマやエ
ンドトキシンの不在の証拠を頻繁に求める
ようになっています。さらに、創薬を行う製
薬会社は、汚染があればその研究と評判に
傷がつくため、汚染を許容することはできま
せん。InvivoGen 社は卓越性を追求する企
業であり、高品質の製品とマイコプラズマフ
リーの細胞株を世界中で提供しています。本
ガイドは、微生物感染のあらゆる段階に対
処し、細胞培養汚染を検出、除去、および
防止するのに適切な InvivoGen 社製品の選
択についてアドバイスを提供します。
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A PRACTICAL GUIDE TO UNDERSTAND 
CELL CULTURE CONTAMINATION

この包括的ガイドは、各種の細胞培養汚染に焦点を当て、それらがお客様の研究にどのような影響
を与え得るかを解説します。また本号では、貴重な細胞を汚染から守るため、学術誌で頻繁に引用
される InvivoGen 社の試薬や、よくある質問についても紹介します。

Tiny organisms,
    headachesBIG



Your CELLS ARE precious, 
Protect THEM!
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5. 安全作業衣： 
作業衣と手袋は必ず清潔なもの
を使用し、ラボ内でのみ着用して
ください。使い捨ての作業衣を使
用するのは 1 度のみとし、使用
後はすぐに廃棄してください。

6. 培地、試薬、細胞：
培地、試薬、細胞を使用する前に、
これらが無菌であることを確認し
ましょう。すべての容器を厳重に
密閉してください。

ラボでよくある微生物汚染の原因
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Detection 
微生物汚染はできるだけ早く検出しなければなりません。
検出方法は微生物の性質によって異なり、生化学アッセ
イ、PCR、蛍光または化学染色、光学顕微鏡法、比濁法、
pH 測定、単純な目視検査などが適用されます。バクテ
リアおよび真菌は通常、光学顕微鏡によって同定できま
す。これらは成長速度が速いため、48 時間（いわゆる「週
末に」）という短期間で肉眼により検出でき、汚染された
培地では濁りまたはむらが見られます。さらに、試験キッ
トによってこれらの微生物の同定が可能です。細胞培養
中のマイコプラズマは、光学顕微鏡を使っても視覚的に
は検出できません。そのため、これらの微生物は長い間
気付かれずに存在でき、専用のアッセイを用いなければ
同定することができません。分析の正確性を確保するた
め、特に、偽陽性を除外したり不明瞭な結果を明確にし
たりする目的で、検出手法を組み合わせて使用すること
ができます。

Prevention 
微生物汚染の原因を知ることは、細胞培養へのリスクを最小限に抑えるために
非常に重要です（下記参照）。絶対的な予防は不可能ですが、感染を予防する
ためにさまざまな対策を講じることができます。まず、作業場が無菌環境であ
ること、そして適切な無菌操作を行っていることを確認しましょう。次に、汚染
がないことが確認されるまで、持ち込まれる細胞培養物が汚染されていないか
確認します。さらに、光学顕微鏡と検出キットを用い、細胞培養汚染を定期的
にチェックします。最後に、InvivoGen 社等が提供する抗生物質カクテルを使
用することができます。このカクテルは、新しい培地（すなわち、初代細胞また
はクローニング）において検出が困難であり得る微生物に対して予防策を講じる
ために特別に設計されたものです。

Elimination 
一般的には、いったん侵襲性微生物が細胞培養で検出されると、その細胞および培地の廃棄が推奨されます。しかし、中には捨てることがで
きない貴重な細胞培養物（すなわち、安定したクローンセレクション、外植組織由来の細胞株、初代細胞）や、他の場所では入手できないも
の（すなわち未凍結のもの）もあります。InvivoGen 社は、そのような状況において細胞が損傷することなく、確実かつ迅速に汚染を根絶する
抗生物質を提供しています。

1. 設備：
ドラフト、換気装置、実験室備品は
微生物の住みかとなり、空中浮遊
微生物を拡散させることがあります。
毎日アルコールで、月に 1 度は漂白
剤を用いて作業場を清掃しましょう。
定期的にすべてのエアフィルターを
交換し、少なくとも週に 1 度はすべ
てのメディアトラップを空にしてくだ
さい。

2. 作業者：
ラボスタッフの皮膚、衣服、体を介
して、微生物やほこりが細胞培養物
に感染する可能性があります。適切
な安全作業衣を着用し、無菌操作
を適用しましょう。

3. ピペット、チップ、シリンジ、
真空ポンプ： 
ピペット汚染は、複数の細胞培養物
の破壊につながりかねません。滅菌
のピペット、チップ、シリンジを使用
し、決して使い捨ての備品を再利用
しないでください。定期的に真空ポ
ンプのリザーバーとチューブを空に
して清掃しましょう。

4. 備品： 
ガラス器具、インキュベータ、ウォー
ターバスの汚染は簡単に起こり得ま
す。すべての機器を無菌状態に保
ち、バス内は真菌感染が極めて起
こりやすい場所ですので、水を頻繁
に交換しましょう。また、すべての
インキュベータを定期的に消毒して
ください。



マイコプラズマは、栄養素および生化学的前駆体を巡って宿
主細胞と競合します。結果として、それらは細胞代謝や細胞
増殖など細胞機能の多くを変化させ、最終的に細胞死をもた
らします。汚染した培養ヒト細胞のマイクロアレイ分析では、
マイコプラズマが、受容体、イオンチャネル、成長因子、お
よび癌遺伝子をコードするものを含め、何百もの遺伝子の発
現に影響を及ぼし得るという深刻な影響が明らかにされまし
た 4。これらは、宿主細胞膜との接着または融合時に、シグ
ナル伝達カスケードおよびサイトカイン産生を妨害すること
によって、細胞にさらなる損傷を引き起こす可能性がありま
す 5。このような有害な影響は、特に、マクロファージなど
TLR2 を発現する免疫細胞に関する研究では科学的な結果に
大きな影響を与え、研究結果の妥当性を無効にする場合があ
ります 3,6。

マイコプラズマは、最小かつ最も単純な自己複製生物です。マイコプラズマは、そのサイズの小ささ（約

100 nm）と硬い細胞壁がないことから目視検査では検出できず、標準的なろ過作用を通り抜け、多数の

抗生物質に対して耐性があります 1。マイコプラズマ汚染は細胞培養における重大な問題であり、実験結

果の妥当性や、細胞を使用したバイオ医薬品の品質および安全性に影響を及ぼします 2。

MYCOPLASMA contaminations
Did 

you know ?
All InvivoGen’s cell 
lines are guaranted 

mycoplasma-free based 
on PlasmoTestTM results

Mycoplasma

Release of 
mycoplasma 
components

Competition for
biochemical 
precursors

CELL DEATH

Attachment to cell surface

Damage to cell 
membrane

Disruption of cell 
integrity

Alteration of cell 
metabolism, cell 
growth and cell 

genome

Cytopathic 
effects

Fusion to 
cell surface

Interference
with membrane 

receptors

Alteration of transport
mechanisms, signaling 
cascades, and cytokine 

production

Major impacts of mycoplasma contamination on cell functions The dangers of mycoplasma   
contamination

What are the sources of   
   contamination?

What are mycoplasma features?

他の研究ラボ — 新しい細胞が入ってきたら、常にマイコ
プラズマ汚染について確認しましょう。

ラボの作業者 — くしゃみ、会話、乾いた手などに由来する
粒子状物質や空中浮遊物質

ウォーターバス、インキュベータ、ガラス器具等の汚染

生物試薬 — 製造者にマイコプラズマ汚染がないことを
示す証明書を発行してもらいましょう。

1. Drexler H.G. & Uphoff C.C, 2002., 2. Armstrong E.E. et al., 2010., 
3. Takeuchi O. et al. 2000., 4. Miller CJ. et al., 2003., 5. Rottem S., 
2003., 6. Zakharova E. et al., 2010 

マイコプラズマは、細胞壁
がなく、その血漿様形態が
特徴的なモリクテス綱に属
します。マイコプラズマは、
初代細胞を含むすべてのタ
イプの真核細胞に対し感染
性が高く、何百ものマイコ
プラズマが単一の細胞に付
着し、細胞膜と融合して増
殖します。その数は、最終
的には培養細胞の 1000 倍
を超えることもあります。
マ イ コ プ ラ ズ マ は 細 胞 培

養を劇的に変化させ、研究結果を歪める可能性があります（下記参照）。特に、
マイコプラズマのリポタンパク質は、Toll-like 受容体 2（TLR2）による認識に
よって、免疫細胞が活性化されます 3。マイコプラズマには細胞壁が存在しな
いことから、ペニシリンやストレプトマイシンなど汎用の抗生物質に対する
耐性があります。さらに、そのサイズが小さい（約 100 nm）ことから、標準的
な 0.2 μｍ濾過によってこれらを除去することはできません。したがって、細
胞培養汚染を防ぐために大々的な予防策が必要とされるのです。

Lipoproteins

DNA

Ribosome

RNA

Metabolites

Mycoplasma structure
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         Protect your cells with InvivoGen!
InvivoGen 社は、学術誌で頻繁に引用されている
マイコプラズマ検出薬および除去キット、ならびに
汚染予防のための抗生物質を提供しています。



Mycoplasma

MYCOPLASMA IN NUMBERS

PREVENTION TIPS

TOP 5 reasons to test:

貴重な細胞株の損失

データの信頼性および再現性に
関わる重大な影響

大半の学術誌への投稿では検査が
必要

細胞バンクを含め、世界中で
最大 35% の汚染

時間と費用の浪費$

80% of lab operators 
carry mycoplasma

ラボに持ち込まれる新しい細胞培養物および動物製品
が汚染されていないか確認しましょう

警戒心を持ち、常に優れた無菌操作を実践しましょう

細胞の取り扱い中におしゃべりをしないでください
作業者の 6% が会話によってマイコプラズマを拡散

くしゃみをしないでください
作業者の 38% がくしゃみによってマイコプラズマを拡散

細胞を日常的に検査しましょう
実験系で使用する細胞培養物すべてを 2 週間に 1 回
検査しましょう

健常な細胞に予防薬の Plasmocin™ を適用し、汚染を
防ぎましょう

製造者に対し、マイコプラズマ汚染がないことを示す
証明書を発行してもらいましょう

種々のマイコプラズマ種が
同定されています

180+1956
細胞培養中のマイコ
プラズマが初めて検
出および単離されま
した 

汚染した細胞培養物から単離さ
れた明らかなマイコプラズマの

種数

20At
least 細胞培養汚染のうち、この割

合が 6 種のマイコプラズマに
起因しています

95%

• M. orale
• M. fermentans
• M. hyorhinis

• M. hominis
• M. arginini
• A. laidlawii

15%
of US LABS

CONTAMINATED

50%
OF US LABS

DO NOT TEST

35%
WORLDWIDE

CONTAMINATION

>60%
CELL CONTAMINATION 

IN ASIA

Up to 35%
OF CONTAMINATION 

IN US and EUROPE CELL 
BANKS

最大1,000 のマイコプラズマが真核細胞に
常時付着する可能性があります

培地中の各マイコプラズマはわずか 3 日で 1,000,000 CFU/ML
にまで増殖し得ます
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PRODUCT DESCRIPTION QUANTITY CAT. CODE
PlasmoTest™ Mycoplasma contamination detection kit 1 kit (250 samples) rep-pt1

PlasmoTest™ Controls Controls for PlasmoTest™ detection kit 200 tests pt-ctr2

PlasmoTest™ Refills Reagents for PlasmoTest™ detection kit 500 samples rep-ptrk

InvivoGen 社が製造販売権を独占する HEK-Blue™ -2 細胞は、マイコプラ
ズマ・リポペプチドの選択的センサー 1 とされるヒト TLR2、および NF-
κ B 誘導性 SEAP（分泌型胚盤アルカリホスファターゼ）レポーター遺伝子
を安定的に発現します。HEK-Blue™ -2 細胞は HEK-Blue™ 検出培地で培
養されるため、アッセイが容易であり日常的な検査に最適です。これら
の細胞に検査試料を添加するだけで、発光ベースの生化学アッセイと同
様の感度で比色分析結果が提供されます。培養上清中の SEAP 活性は、
分光光度計を用いて 620 ～ 655 nm で測定可能です。吸光度は汚染物質
の量に正比例します。
PlasmoTest™ はセンサー細胞、HEK-Blue™ SEAP 検出培地、およびポジ
ティブコントロール・ネガティブコントロールを含むキットです。なお、
HEK-Blue ™ -2 細胞には、マイコプラズマ、バクテリア、および真菌によ
る細胞培養汚染を予防するための抗生物質カクテル Normocin™ が付属
しています（11 頁参照）。また、InvivoGen 社は、学術誌でよく参照され
るマイコプラズマ除去薬の Plasmocin™ と Plasmocure™ を提供していま
す（7-8 頁参照）。 www.invivogen.com/plasmotest

 Detection of MYCOPLASMA CONTAMINATION

PlasmoTest™
A colorimetric cellular assay

• 高感度: 培養上清中の検出限界は 5.102 - 5.105 cfu/ml

• 確実性: 偽陽性なし

• 迅速性: 操作時間は 1 時間未満。
オーバーナイトインキュベーションで結果を入手

• 簡便性: 細胞培養上清で比色的に検出

Mycoplasma

Mycoplasma species Sensitivity (cfu/ml)
Acholeplasma laidlawii 2.5 x 103

Mycoplasma arginini 2 x 103

Mycoplasma fermentans 5 x 102

Mycoplasma hominis 6 x 103

Mycoplasma hyorhinis 7 x 102

Mycoplasma orale 5 x 105

Mycoplasma salivarium 1 x 104

1. Takeuchi O. et al. 2000.

Incubate overnight
at 37°C, 5% CO

2

0302

04

(optional) Measure OD 620-655nm

Add supernatants to
HEK-BlueTM-2
sensor cells

HEK-BlueTM-2 cells
are cultured in

HEK-BlueTM detection medium

Pink : negative
Purple/blue : positive

Collect
and heat
culture supernatants
to be tested

01

PlasmoTestTM  Procedure
PlasmoTestTM  sensitivity in cell cultures



               An example of easy-to-use and reliable mycoplasma 
detection kit: https://www. invivogen.com/plasmotest.
— Andrew, 2018. 

I would recommend PlasmoTest™ from InvivoGen, it is 
fast and cost efficient.
— Lena, 2014.

We have used the InvivoGen PlasmoTest™ and it is very 
good and straightforward to use.
— Isabel, 2013.

They recommend 
PlasmoTestTM on
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Reception of a new cell line

Test cell culture with PlasmoTestTM

Freeze
cell banks

Expand culture with 
PlasmocinTM  prophylactic

POSITIVE

Treatment with PlasmocinTM 

or PlasmocureTM  *

pursue
treatment

We recommend that you test your cell cultures every week in case of contamination

NEGATIVE

After 2 weeks, split the 
cells in two flasks

stop
treatment

Test cell culture
with PlasmoTestTM

NEGATIVE
POSITIVE

pursue
treatment

 *Use PlasmocureTM only for PlasmocinTM-resistant mycoplasma contaminations

After 3 days

How to keep cell cultures mycoplasma-free?

 Detection of MYCOPLASMA CONTAMINATION

Mycoplasma

FAQs

TOP5 REASONS 
to use PlasmoTest™

実験手順やトラブルシューティングを記載した冊子が付属
します。

PlasmoTest™ は細胞培養汚染の原因となるすべてのマイ
コプラズマ種を検出します。

PlasmoTest™ で陽性が示されれば、それは必ずマイコプ
ラズマまたはバクテリアのいずれかによる汚染を意味しま
す（偽陽性なし）（FAQ 参照）。

96 ウェルプレートでアッセイが可能なため、複数の細胞
株を扱うラボでの日常的な検査に最適です。

まず、本キットを購入し、 HEK-Blue™ -2 細胞を凍結保存し
ます。次回からは補充キット、またはその他の成分を別
個に注文可能です。

1

2

3

4

5

Method name Read out Major drawbacks

MycoFluor™ Mycoplasma  

Detection Kit
Fluorescence

- 煩雑なスライド調整
- 壊死細胞 / アポトーシス細胞
ならびにバクテリア、および

細胞デブリが偽陽性を提示
- 低感度

LookOut Mycoplasma PCR 

Detection Kit
PCR

- PCR を妨害する可能性（偽陰性）
- プライマーは限定的な

マイコプラズマ種のみを提示

MycoAlert™ Mycoplasma  

Detection Kit
Bioluminescence

- ルミノメーターが必要
- ポジティブコントロール

およびネガティブコントロール
を含まない

MycoProbe® Mycoplasma  

Detection Assay

DNA-based 
ELISA with HRP 
activity reading

- 手順が多い（ELISA） 
- 非特異的結合のリスク（偽陽性）

- RNAse 汚染の回避の必要性

Commonly used mycoplasma detection methods
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Q: PlasmoTest™ は、生きたマイコプラズマのみを検出するのですか？
A: PlasmoTest™ はマイコプラズマ・リポタンパク質の存在を検出する
ため、細胞培養物中の生きたマイコプラズマと死んだマイコプラズマの
両方の存在を検出することを意図しています。

Q: PlasmoTest™ は培地やウシ胎児血清などの生物試薬中のマイコプラ
ズマの存在を検出しますか？
A: はい。アッセイの感度は培地中で 103 cfu/ml、ウシ胎児血清中で
104 cfu/ml です。

Q: PlasmoTest™ は細胞培養中のバクテリアの存在を検出しますか？
A: PlasmoTest™ は TLR2 活性に依存した試薬であるため、マイコプラ
ズマおよびバクテリア汚染の両方を検出できます。ただし、マイコプラ
ズマは肉眼で検出できないのに対し、バクテリア汚染は pH の低下（培
地の色が黄色に変化）およびバクテリア増殖に伴う培地の濁りで検出さ
れます。

Q: プレートを読む際に最適な波長はありますか？
A: 620 nm ～ 655 nm が吸光度の測定に最適な波長です。



細胞培養中のマイコプラズマを 100%
死滅させる単一の抗生剤はありません。

Plasmocin ™ は 単 一 の ready-to-use 製
品のうち、性質が異なるシリーズの抗生
剤 2 つを合わせた、単独の抗マイコプ
ラズマ試薬です

Plasmocin™ は学術誌でよく引用されるマイコプラズマ除去剤 1-5 であり、細胞
外および細胞内の一般的なマイコプラズマ株すべてに対して有効です。効率
を最大化するため、Plasmocin™ はタンパク質合成を遮断する製剤と、DNA
複製を停止させる製剤の 2 つの抗生剤を含んでいます。もう一つの成分は、
哺乳動物細胞に活発に輸送され、処置後に細胞培養物が再感染しないように
します。そのため、マイ
コプラズマを根絶し耐性
株 の 発 生を防ぐ点 にお
いて、Plasmocin™ は 市
場に出ている他の試薬よ
りも効果的です 1。

Plasmocin™ 予防薬は、
マイコプラズマ汚染の予
防を目的として定期的に
使 用できる最 適 濃 度 の
製品です。

Plasmocin™ 処置薬は
2 週間以内のマイコプラ
ズマ除去を目的としてい
ま す。Plasmocin™ は こ
れまで、癌細胞株 3、ウ
イルス産生細胞 4、人工
多能性幹細胞 5、およびヒト胚性幹細胞 6 を含む数多くの感染細胞株に対し、
それらを恒久的に変性させることなく首尾よく適用されています。

Mycoplasma

 Elimination of MYCOPLASMA

Plasmocin™
For preventive and removal treatments

• 効果的: 一般的なマイコプラズマ株すべてを死滅

• 迅速性: 細胞培養物を 2 週間で救済

• 安全性: 哺乳動物細胞に対する毒性が無し～微小

www.invivogen.com/plasmocin

TOP5 REASONS 
to use Plasmocin™

Plasmocin™ は研究論文で頻繁に引用されています
（Google Scholar による 2018 年の引用数は 220 件超）。

Plasmocin™ は細胞培養汚染の 95% に関与するマイコプ
ラズマ種を効果的に除去します。

Plasmocin™ は細胞外および細胞内のマイコプラズマの
両方に活性があります。

Plasmocin™ は G418、ブラストサイジン、ピューロマイシ
ン、ハイグロマイシン B、Zeocin™ などの一般的な選択
的抗生物質を妨害しません。

Plasmocin™ 予防薬は、マイコプラズマの繁殖を防ぎ、
さらには哺乳動物細胞培養におけるより一般的な細菌汚
染を防ぐため、液体培地中で日常的に使用できます。

1

2

3

4

5

FAQs
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Q: Plasmocin™ 予防薬は凍結保存試料作成前の初期培養段階で使用できますか？
A: はい、むしろそれをお勧めします。ただし、PlasmoTest™ を使用して、細胞汚染が
ないことを事前に確認する必要があります。

Q: Plasmocin™ は昆虫細胞のマイコプラズマの除去に適していますか？
A: Plasmocin™ は Sf9 細胞に適しており、他の昆虫細胞にも適合すると考えられます。

Q: 何を使えばいいのでしょうか？Plasmocin™ですか、それともPlasmocure™ですか？
A: 細胞検査の結果、マイコプラズマ陽性と確認された場合、Plasmocin™ による処置
から始めることをお勧めします。Plasmocin™ 耐性の場合には、Plasmocure™ を使用す
る必要がありますが、そのような場合は極めて稀です。



1. Molla Kazemiha V. et al, 2011., 2. Uphoff CC. et al., 
2012., 3. Rongvaux A. et al., 2014., 4. Baronti C. et al., 
2013., 5. Deng F. et al,. 2012., 6. Romorini L. et al., 2013. 
7. Molla Kazemiha V. et al, 2019.

PRODUCT DESCRIPTION QUANTITY CAT. CODE
Plasmocin™ prophylactic Reagent for preventing mycoplasma contamination 25 mg (10 x 1ml) ant-mpp

Plasmocin™ treatment Mycoplasma elimination reagent 25 mg (1 x 1ml) ant-mpt-1

50 mg (2 x 1ml) ant-mpt

Plasmocure™ Mycoplasma elimination reagent 100 mg (1ml) ant-pc

Plasmocure™ は、Plasmocin™ 耐性マイコプラズマを強力に根絶する第 2 次抗マイ
コプラズマ試薬です。これは、Plasmocin™ とは異なるメカニズムを介して作用する
抗生物質 2 つを組み合わせたもので、1 つ目の抗生物質はリボソームの 50S サブユ
ニットに結合し、ペプチジルトランスフェラーゼ活性を遮断し、2 つ目の抗生物質は
イソロイシル -tRNA シンテターゼに結合し、マイコプラズマ・タンパク質へのイソ
ロイシンの取り込みを停止させます。これらの特異的標的は真核細胞には存在しな
いため、細胞毒性の低さを確保できます。マイコプラズマの完全除去には、通常、
Plasmocure™ 処置を 2 週間行えば十分です。マイコプラズマの除去が 2 週間で完了
しない場合、Plasmocure™ をさらに 1 週間適用することができます。細胞成長の緩
やかな減速が観察される場合がありますが、マイコプラズマが除去されれば、その
細胞株の完全な回復が期待されます。

Mycoplasma

 Elimination of MYCOPLASMA

Plasmocure™
Alternative mycoplasma removal agent

• 効果的: Plasmocin™ 耐性のマイコプラズマ株を殺傷

• 迅速性: 細胞培養物を 2 週間で救済

• 安全性: 哺乳動物細胞に対する毒性が微小

• 確実性: マイコプラズマの再増殖の割合が極めて低度

www.invivogen.com/plasmocure

Product Treatment Ease of use Efficacy Cytoxicity Resistance
BM-Cyclin 3 weeks - +++ + +/-

Ciprobay 12 to 20 days + ++ +/- +

MRA 1 to 2 weeks + ++ +/- +

Plasmocin™ 2 weeks + +++ +/- -

Plasmocure™ 2 weeks + ++++ +/- --

How do PlasmocinTM  and PlasmocureTM compare to other reagents?

I recommend Plasmocin™ from InvivoGen. The efficiency is really good.
— Kaimei, 2019.

I have used Plasmocin™ in the past with different cell lines. I had great results!
— Carlos, 2013.
 
The Plasmocin™ works well but in case of resistance I use Plasmocure™ which works 
very well on resistant mycoplasma.
— Gilles, 2013.
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They recommend 
PlasmocinTM  and PlasmocureTM

on



9



         Protect your cells with InvivoGen!
InvivoGen 社は、細胞培養中の広範囲で多剤耐性
の汚染物質を予防し根絶するため学術誌で頻繁に参
照されている抗生物質カクテルを提供しています。

バクテリアは真核細胞（10 ～ 100 μm）よりもはるかに小さい（1 ～
10 μm）ため、汚染の初期段階では細胞片に間違えられることが
あります。したがって、光学顕微鏡（100 倍 ～ 400 倍）を使用し、
細胞培養物を光学顕微鏡法で確認することが重要です。顕微鏡を

覗くと、小さな黒い点、桿状体、およびらせんが、単独で、あるいは鎖状また
はクラスター状に異常に存在していますか？それらは運動性ですか？もしそうな

ら、おそらくその培養物は汚染されています。

バクテリアは増殖速度が速いため、わずか 48 時間で培地に変化
を引き起こし、105 cfu/ml から肉眼で汚染をはっきりと確認できる
ようになります。培地が濁って見え、それがフェノールレッドを含
むものならば、赤から黄へと色が急速に変化します。この色の変

化は、バクテリア代謝の結果として pH が低下したことを意味します。そのような
培養環境はもはや真核細胞の生存に適しておらず、最終的には細胞死に至りま
す。この場合、培地は廃棄するか、代用が利かない場合は InvivoGen 社の抗生
物質カクテルで処理する必要があります（次頁参照）。

Bacteria

バクテリアは、単細胞微生物の大部分を占め、偏在する生物群です。典型的には直径が数マイク
ロメートルあり、球体、桿状、らせん状など、多種多様な形状を有しています。バクテリアは、
細胞培養において最も一般的に遭遇する生物汚染物質です 1,2。バクテリアは、光学顕微鏡で検
出可能であるにもかかわらず、特に汚染の初期段階では、細胞デブリとよく間違えられます。

Bacterial contaminations

The usual bacterial suspects

Did you 
know ?

All InvivoGen’s cell 
lines are provided with 
NormocinTM, a broad-

spectrum anti-microbial 
agent, to help you 

keep your cells 
safe.

How to detect bacterial    
            contamination?

Gram+

bacteria

Inner membrane

Gram-

bacteria

Lipoprotein

Peptidoglycan

Outer membrane

Lipopolysaccharide
(LPS)

Bacterial cell wall

Pseudomonas aeruginosa 
Klebsiella enterobacter

Flavobacterium spp. 
Escherichia coli

Achromobacter spp. 
Alcaligenes spp. 
Bordetella spp. 

Staphylococcus epidermidis
Bacillus subtilis 

Examples* :Examples* :

* see references

Examples of bacteria contaminating cell cultures

1. Ryan J. 2008., 2.  Lincoln C. & Gabridge M. 1998., 3. Fogh J. 1973., 4. McGarrity 
GJ. & Coriell LL. 1971., 5. Gray JS. et al. 2010., 6 McGowan JE Jr., 2006.

          My favorite agent is Primocin™. It is very good for 
bringing back precious cultures contaminated - especially 
during any long term stable cell line selection. We found 
that Primocin™ is great for primary cells and at 1:500 
dilution is fantastic for removing all contamination. It 
is broad-spectrum, so no need to add pen-strep either.  
—  Charles, 2014.

I can vouch for Primocin™, good stuff, never had a 
contamination with it.
—  Niels, 2015.

I am not sure what type of contamination you have but in 
the past I have only ever been successful with Normocure™ 
from InvivoGen.
—  Liz, 2017.

They recommend 
PrimocinTM and NormocureTM





ラボの作業者 Staphylococcus 種（黄色ブドウ球菌）の
主要汚染源

不清潔なウォーターバス、インキュベータ、ガラス器具など
Pseudomonas 種（シュードモナス）および
Flavobacterium 種（フラボバクテリウム）の主要汚染源

動物組織から単離された細胞
常在細菌叢および / または不顕性感染からの汚染

What are the sources of   
   contamination?
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Bacteria

 Elimination & Prevention of BACTERIAL contaminations

Normocin™
Contamination preventive reagent

• 広域性: マイコプラズマ、バクテリア、および真菌を殺傷

• 安全性: 哺乳動物細胞に対する毒性が無し～微小

Normocure™
Multidrug-resistant bacteria removal agent

• Ready-to-use: 培地ボトルまたはフラスコ内に直接添加

• 迅速性: 細胞培養物を 3 継代で救済

• 安全性: 哺乳動物細胞に対する毒性が無し～微小

Primocin™
Anti-microbial agent for primary cells

• 広域性: マイコプラズマ、バクテリア、および真菌を殺傷

• 安全性: 初代細胞に対し非毒性

PRODUCT DESCRIPTION QUANTITY CAT. CODE
Normocin™ Reagent for preventing microbial contamination 500 mg (10 x 1 ml) ant-nr-1

1 g (1 x 20 ml) ant-nr-2

Normocure™ Microbial contamination elimination reagent 100 mg (2 x 1 ml) ant-noc

Primocin™ Reagent for preventing microbial contamination in primary cells 500 mg (10 x 1 ml) ant-pm-1

1 g (1 x20 ml) ant-pm-2

Normocin™は、マイコプラズマ、バクテリア（グラム陽性菌およびグラム陰性菌）、および真菌（酵母を含む）に対
して有効な 3 つの抗生物質を備える革新的な製剤です。これは、汚染防止を目的とした細胞培地への「日常的添
加剤」として広く使用され、学術誌にもよく引用されています。Normocin™ はペニシリンおよびストレプトマイシン

（Pen-Strep）溶液と組み合わせて使用でき、それにより抗バクテリアのスペクトルを拡大できます。Normocin™ は、
微生物汚染に対する最大限の保護を、最小限の細胞毒性で提供します。

Normocure™ は、グラム陽性菌およびグラム陰性菌、特に Pen-Strep および Normocin™ に耐性
のある非発酵グラム陰性菌から、あなたの貴重な細胞株を救済するのに最良の武器となります。
Normocure™ は、異なる抗生物質シリーズに属する 3 つの成分を混合したカクテルです。最初の継
代後、99% を超えるバクテリア汚染物質が除去されます。これらの抗生物質の標的は真核細胞には
存在しないため、Normocure™ での細胞毒性の低さを確保できます。

Primocin™には 4 つの化合物が含まれており、そのうち 3 つは、グラム陽性菌、グラム陰性菌、およびマイコ
プラズマの DNA とタンパク質合成を阻害します。4 つ目の化合物は、細胞膜を介したイオン交換を妨害すること
によって、酵母を含む真菌を根絶します。Primocin™ は、マウスおよびヒトの腫瘍由来細胞株、胚細胞、および
人工多能性幹細胞など、数多くの初代細胞に対し使用されています。

www.invivogen.com/normocin

www.invivogen.com/normocure

www.invivogen.com/primocin
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Work safely with InvivoGen!
InvivoGen 社のすべての試薬は、エンドトキシンを含
むバクテリア汚染の不在を徹底的に検証しています。

リポポリサッカライド（LPS）またはリポグリカンといったエンドトキシンは、グラム陰性菌の主要な
細胞壁成分です。エンドトキシンの供給源には、培地、血清、水、緩衝液、およびトリプシンな
どの他の細胞培養試薬が含まれます。エンドトキシンは、in vitro および in vivo の両方において
炎症反応の強力な誘発物質であり、エンドトキシン汚染は、細胞培養および注射剤の製造にとっ
て大きな懸念です。したがって、滅菌された溶液や試薬を使うなどの特別な注意を払う必要があり
ますが、これらはバクテリア成分を含んでいる可能性もあるため、細胞培養試薬中のエンドトキシン
の存在を監視することが極めて重要です。

IRF3
MAPKNF-kB

inflammasome

TLR4

LPS

nucleus

endosome

pyroptosis
IL-1β, IL-18

morphological 
change

- production of TNF-α, IL-6, IL-8
- altered cell growth
- drop in transfection efficiency

LPS-contaminated 
solution

Low doses:
- stimulation of
immune system

High doses:
- fever
- vascular coagulation
- hypotension
- multiple organ failure
- death

Major impacts of endotoxins in vitro and in vivo

Endotoxin contaminations
Did you 
know ?

The term “endotoxin” is 
sometimes used for other 

bacterial byproducts 
(e.g. flagellin), but in 
bacteriology it is only 

referring to LPS.

エンドトキシンは、in vitro および in vivo の両実験において有意な
変動を誘発する可能性があります。リポポリサッカライド（LPS）の
Lipid A 部分は、細胞表面またはエンドソーム内で Toll-like 受容体 4

（TLR4）を活性化し、次いで MAP キナーゼ、NF- κ B、および IRF（イ
ンターフェロン制御因子）経路の活性化を誘導します 1,2。エンドト
キシンの影響は、濃度や細胞の種類によって異なりますが、これら
の分子は細胞の形態、増殖、およびトランスフェクション効率を変
化させ得ることが示されています 3。さらに、リポポリサッカライ
ド（LPS）は、TNF- α、IL-1 β、IL-6、IL-8、および IL-18 などの炎症
性サイトカインの産生、ならびにカスパーゼ 4/5/11-NLRP3 の非標
準的なインフラマソーム活性を誘発し、パイロトーシスによる細胞
死を引き起こします 1,4。in vivo においては、エンドトキシン濃度が
低いと免疫系を刺激する可能性がありますが、高濃度では発熱、低
血圧、多臓器不全、さらには死亡さえも引き起こす場合があります 3。

What are the risks for 
    my experiments?

What are the sources of   
   contamination?

1. Gorbet MB. & Sefton MV., 2005., 2. Leider, R. et al. 2013., 3. Nims, RW. & 
Price PJ. 2017., 4. Rathinam VAK. et al., 2019

What are endotoxin features?

O-specific
polysaccharide

side chains
(O-antigen)

Core
polysaccharide

P P

Glucosamines

Fatty acids

P
ol

ys
ac

ch
ar

id
e 

ta
il

Li
pi

d
 A

LPS basic structure • 3 - 40 kDa: depending on the 
size of O-antigen

• Amphiphilic:  >1000 kDa 
aggregates in aqueous solution

• UV-resistant and thermally-
stable (up to 180°C)

• Polysaccharide tail:  
size varies among Gram

_
 

bacteria species. Confers 
sepcific antigenic responses in 
humans.

• Lipid A: confers LPS toxicity. 
Stimulates mammalian immune 
system.

Endotoxins

水 — 培地および溶液の調整には高純度の水を使用し、
ガラス器具を清潔にしましょう。

ガラス器具 — エンドトキシンを破壊するため、ガラス器具
を 250°C で 30 分以上または 180°C で 3 時間加熱します 1。

培地、血清、添加剤 — エンドトキシンレベルを示す証明書
を製造者に発行してもらうか、使用前に試験しましょう。

プラスチック器具 — エンドトキシンレベルおよび発熱源性が
ないことを示す証明書を製造者に発行してもらいましょう。

12



PRODUCT DESCRIPTION QUANTITY CAT. CODE
HEK-Blue™ LPS Detection Kit 2 Assay for the detection and quantification of biologically active LPS 1 kit rep-lps2

HEK-Blue™ Selection Antibiotics for maintenance of HEK-Blue™ cells 10 x 1ml hb-sel

HEK-Blue™ Endotoxin Standard Standardized E. coli 055:B5 LPS 10 x 50 EU rep-hbes-10

Normocin™ Reagent for preventing microbial contamination 500 mg (10 x 1 ml) ant-nr-1

1 g (1 x 20 ml) ant-nr-2

QUANTI-Blue™ Solution Alkaline phophatase detection medium (liquid form) 5 ml rep-qbs

10 ml rep-qbs2

www.invivogen.com/endotoxin-detection-kit

Detection of endotoxins in biological reagents

HEK-Blue™ LPS Detection Kit 2
A colorimetric cell-based assay

• 万能: 事実上すべての生物試薬で検出

• 高感度: わずか 0.01 EU/ml でも検出可能

• 経済的: キット 1 つで最大 500 回 実施可

Incubate
overnight

at 37°C, 5% CO
2

0302

04

Measure OD 620-655nm

Pink : negative
Purple/blue : positive

Add endotoxin-
containing samples to 

HEK-BlueTM-4 cells
cultured in medium

01
Add supernatant to
QUANTI-BlueTM Solution
and incubate 1-3 hours
at 37°C, 5% CO

2

Production of SEAP
by HEK-BlueTM-4 cells

Principle of the HEK-BlueTM LPS Detection kit 2
TOP5 

REASONS
to use this kit

このキットは、ヒト TLR4 および NF- κ B 誘導性分泌性胎盤アルカリホスファター
ゼ（SEAP）レポーター遺伝子を安定的に発現する HEK-Blue™ -4 細胞に基づくもの
であり、同細胞は InvivoGen 社が販売製造権を独占しています。このキットは実
験手順が簡単なため、日常的な検査に理想的です。HEK-Blue™ -4 細胞と共にオー
バーナイトでインキュベートした実験試料中に微量のリポポリサッカライド (LPS)
が存在すると、NF- κ B の活性化および SEAPレポーターの発現がもたらされます。
培養上清中の SEAP 活性は、比色 SEAP 検出媒体である QUANTI-Blue™ 溶液によっ
て評価され、分光光度計を用いて 620 ～ 655 nm で測定できます。吸光度はエン
ドトキシンの存在量に正比例します。エンドトキシン濃度は、キットに含まれてい
る HEK-Blue™ エンドトキシン標準薬（FDA 承認の対照標準エンドトキシン（CSE）
に対して標準化された E.coli 055:B5 LPS の調製物）の段階希釈物を用いて得られ
た標準曲線から計算できます。HEK-Blue™ リポポリサッカライド (LPS) 検出キット
2 は、InvivoGen 社の社内で日常的に使用されているキットです。

高価で手間のかかるカブトガニアメボサイトライセー
ト（LAL）アッセイに代わる持続可能な方法です。まず
本キットを購入し HEK-Blue™ -4 細胞を凍結保存しま
す。次回からはその他の成分を別個に注文するだけ
です。

LAL アッセイとは異なり、試料に（1,3）- β -D- グルカ
ンが含まれている場合でも、HEK-Blue™ -4 細胞ベー
スのリポポリサッカライド (LPS) 検査で偽陽性になる
ことはありません。

培地、血清、化学製剤、ワクチンアジュバントを含
むすべての生物試料に適用可能です。

ピンクから紫／青への培地色の変化によって結果を
可視化できる利便性があります。

Endotoxins

1

2

3

4

13

実験手順、エンドトキシンの濃度計算のための図解
法、およびトラブルシューティングを解説した冊子が
付きます。
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Fungin™ はピマリシンの可溶製剤であり、細胞膜を介したイオン交換を妨害することによって、さまざまな種類の真菌（酵母、菌糸、およびカビ）を殺傷する抗
真菌性化合物です。Fungin™ は非常に安定した化合物であり、デオキシコール酸（細胞傷害性）に溶解する必要がないため、アムホテリシン B 抗真菌剤の使用
に代わる優れた代替品です。Fungin™ は、日常的な予防措置には低濃度で、汚染除去には高濃度で使用できます。同製剤は、Candida albicans や Aspergillus 
spp. など、細胞培養で一般的に見られる真菌性汚染物質に対する最大限の保護を提供します。Fungin™ は、ペニシリンおよびストレプトマイシン（Pen-Strep）
などの汎用的な抗菌剤を含む培地に添加することができます。Fungin™ は学術誌で頻繁に参照される抗真菌試薬です。

Fungi

真菌は、マイコプラズマやバクテリアとは異なり真核生物であり、鎖状あるいはクラスター状を形
成し得る円形または楕円形（酵母）の物体、または長細いフィラメント（菌糸）として存在しています
1。カビは、進行した汚染段階では綿毛様片として現れる菌糸群です 1。真菌汚染は細胞培養に
おける重大な問題であり、実験結果の妥当性に影響を及ぼします。さらに重要なことに、これら
のタイプの汚染を根絶するのは非常に困難です。というのも、真菌は空気中の胞子の移動性を介
して拡散する可能性があるからです。多くの真菌種の休眠胞子は、極端に過酷で生存に適さない環
境でも生き残ることができ、適切な増殖条件に遭遇した場合にのみ活性化されます。

FUNGAL contaminations

 Elimination of FUNGI

Fungin™
For preventive and removal treatments

• 効果的: 真菌（酵母、菌糸、カビ）を殺傷

• 迅速性: 細胞培養物を 5 ～ 10 日で救済

• 安全性: 哺乳動物細胞に対し最少の毒性

• 確実性: 予防剤として使用可能

PRODUCT DESCRIPTION QUANTITY CAT. CODE
Fungin™ Reagent for preventing fungal contamination 75 mg (5 x 1.5 ml) ant-fn-1

200 mg (1 x 20 ml) ant-fn-2

www.invivogen.com/fungin1. Mather J. & Roberts E. 1998.

Did you 
know ?

Cell cultures can often 
be cured of fungal 

contamination when 
detected early and 

treated with FunginTM 
antimycotic

agent.

Yeasts
appear as ovoid bright particles 

Hyphae
appear as long fibers

Molds
are floating fungal colonies

How to detect fungal contaminations in cell cultures? 酵母は真菌の中で最も小さな生物（3 ～ 10 μm）
であり、光学顕微鏡を用いて観察できます。菌
糸は、大きさや成長段階に応じて肉眼または光
学顕微鏡によって検出が可能です。実質的な汚
染状況下では、表面に浮漂するカビとしてコロ
ニーを形成しています。この場合、胞子の拡散
を防ぐため、容器は開けずにその培養物を廃
棄しましょう。たまに培地の pH が上昇すること
があり、その結果としてフェノールレッドを含む
培地がピンク色に見えます。
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CONTAMINANT PRODUCT DESCRIPTION PAGE

Mycoplasma

PlasmoTest™ Mycoplasma contamination detection kit 6-7

PlasmoTest™ Controls Controls for PlasmoTest™ detection kit 6-7

PlasmoTest™ Refills Reagents for PlasmoTest™ detection kit 6-7

Plasmocin™ prophylactic Reagent for preventing mycoplasma contamination 8

Plasmocin™ treatment Mycoplasma elimination reagent 8

Plasmocure™ Mycoplasma elimination reagent 9

Bacteria Normocin™ Reagent for preventing microbial contamination 11/13

Normocure™ Microbial contamination elimination reagent 11

Primocin™ Reagent for preventing microbial contamination in primary cells 11

Endotoxins

HEK-Blue™ LPS Detection Kit 2 Assay for the detection and quantification of biologically active LPS 13

HEK-Blue™ Selection Antibiotics for maintenance of HEK-Blue™ cells 13

HEK-Blue™ Endotoxin Standard Standardized E. coli 055:B5 LPS 13

Normocin™ Reagent for preventing microbial contamination 11/13

QUANTI-Blue™ Solution Alkaline phophatase detection medium (liquid form) 13

Fungi Fungin™ Reagent for preventing and eliminating fungal contamination 14
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 Tip out your cell culture contaminants with 
InvivoGen’s antimicrobial reagents

PREVENTION

DETECTION

ELIMINATION
Product          Mycoplasma    Bacteria    Fungi

Plasmocin™ treatment

Plasmocure™

Normocure™

Fungin™

Product          Mycoplasma    Bacteria    Fungi

PlasmoTest™

HEK-Blue™ LPS Detection Kit 2

Product          Mycoplasma    Bacteria    Fungi

Plasmocin™ prophylactic

Normocin™

Primocin™

Fungin™

(Endotoxins)
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