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Principle 

  Vascular endothelial cells produce vasoactive substances such as prostacyclin, endothelin, nitric oxide and have a 

regulatory function of contraction / relaxation of vascular smooth muscle, and also blood coagulation via release of 

tissue factor and t-PA. It is also involved in diseases such as arteriosclerosis and thrombosis. 

This product is obtained by passaging and freezing vascular endothelial cells derived from porcine aorta. We 

confirmed that it is a vascular endothelial cell by Ac-LDL uptake. Please use it for research on cardiovascular 

diseases and lifestyle-related diseases. 

 

Warranty 

Cosmo Bio warrants that product (cells) will be viable until the expiration date, and is valid only if the 

product is stored and cultured according to the information indicated in this product data sheet. Cosmo Bio 

has optimized the cell culture media formulation which is ideal for the product. While other, unspecified cell 

culture media may also produce satisfactory results, a change in cell culture media or the absence of an 

additive(s) from the recommended cell culture media may affect recovery, growth and/or function of the 

product. If an alternative cell culture medium formulation is used to culture the product, the Cosmo Bio 

warranty for cell viability is no longer valid. 

 

Components/Storage 

Product Name Size Quantity 
Storage 

Conditions 
Expiration date 

Endothelial Cells (Porcine) 

(Catalog No. ENC01C) 
5×105cells/vial 1 Liquid Nitrogen 6 months 

*Shipping: dry ice 

Optimized Culture Medium (selling separately) 

Product Name Size Quantity 
Storage 

Conditions 
Expiration date 

Endothelial Cells Culture Medium 

(Catalog No. ENCN) 
500 mL 1 

－20℃ 

(Store at 4℃ 

after thawing) 

- Written on the bottle 

(stored at -20℃) 

- Please use up early after 

thawing (stored at 4℃） 

Culture Medium components: DMEM, FBS, antibiotic, etc.     *Shipping: dry ice 

ENCM is a complete medium designed for optimal culture of porcine endothelial cells in vitro. 

 

 



 
 
 

 

Materials required but not provided 

 

• Variable volume pipettes  

• 15 ml centrifuge tube. 

• Sterilized PBS (-): physiological phosphate buffer without Ca, Mg. 

Return to room temperature beforehand. 

• Trypsin/EDTA solution (0.05% trypsin, 0.53mM EDTA) 

• Endothelial Cells Culture Medium (Catalog No. ENCN) 

• 25 cm2 flask 

 

Precautions 

 

• Read the instructions carefully before beginning the culture. 

• This kit is for research use only, not for human or diagnostic use. 

• Always wear gloves and lab coat when handling the cell culture. 

• Upon receiving, cryovials are Immediately transferred to and stored in liquid nitrogen until ready to use. It is 

recommended to use cell vial immediately upon receiving. 

 

Protocols 

1. Thaw the Endothelial Cells Culture Medium (cat# ENCM) at 4 ° C. 

2. Add 10 mL of Culture Medium into a 15ml centrifuge tube. 

3. Quickly thaw the endothelial cell vial in a 37℃ water bath. (for 2min) 

4. Transfer thawed cells into a 15 ml centrifuge tube containing 10 ml of Culture Medium and mix gently.  

Centrifuge for 5 minutes at 4℃ at 200 g. 

5. After removing the supernatant, resuspend cells in 10 ml of the medium. 

6. Centrifuge for 5 minutes at 4℃ at 200 g. After removing the supernatant, resuspend cells in 10 ml of the medium. 

7. Dispense 5 ml of cell suspension to 25 cm2 flasks. 

If seeding into well plates or dishes, the recommended density is 1.0-1.5 x 104 cells / cm2. 

8. Incubate the plate at 37℃ under 5% CO2, 100% humidity for overnight. 

9. Change 5 ml of Culture Medium the day after seeding and every other day thereafter. 

10. Endothelial cell culture becomes 80% within 2 - 3 days. 

 

Subculture 

1. Subculture the cells when they are 80% confluent. 

2. Rinse twice the cells with room temperature Hank’s BSS or PBS. 

3. Replace 3 ml of trypsin/EDTA solution (0.05% trypsin, 0.53mM EDTA) into fl ask and remove it immediately. 

4. Cells are covered by trypsin/EDTA solution; 

continue trypsinization until cells are completely rounded up (monitored with inverted microscope). 

Caution: If only a few cells detach, warm the fl ask at 37℃ . 

We do not recommend continueing over 15 minutes of trypsinization. 

5. Add Culture Medium to stop of the trypsinization, and then transfer the cells into a centrifuge tube.  

Centrifuge for 5 minutes at 4℃ at 200 g. 

6. After removing the supernatant, add culture medium. Count cell and plate cells in a new culture vessel. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Morphology of endothelial cells 
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凍結初代細胞製品 

 

ブタ血管内皮細胞 

【 Endothelial Cells (Porcine), Code No.ENC01C 】 

 

本製品は研究目的にのみご使用になれます。 

 

2020年 4月 6日改訂 

 

《Ⅰ．製品概要》 

血管内皮細胞は、プロスタサイクリン、エンドセリン、酸化窒素などの血管作動性物質を産生して血管

平滑筋の収縮・弛緩の調節機能を持つとともに、組織因子や t-PA の放出を介して血液凝固にも関与してお

り、動脈硬化や血栓症などの疾患に深く関わっております。 

本製品は、ブタ大動脈由来の血管内皮細胞を継代・凍結したものです。Ac-LDL 取り込みにより血管内

皮細胞であることを確認しております。循環器疾患や生活習慣病等の研究にご利用ください。 

 

《Ⅱ．使用前注意事項》 

本マニュアルを使用前に必ずご確認ください。 

本製品はすべて【無菌操作】で実施して下さい。バイオセーフティーレベルは【レベル 1】です。 

本製品の培養には別売の専用メディウムをご使用下さい。 

 

《Ⅲ．製品の保証について》 

細胞を液体窒素にて正しく保存し、専用メディウム及び試薬を用いてマニュアル通りに培養された場合のみ、培

養開始後の増殖不良に関して保証致します。 

当社、製品サポート（メール：primarycell@cosmobio.co.jp）までご連絡下さい。 

保証期限は【製品お受け取りから 6 ヶ月以内】です。 

メディウムや使用方法に変更を加えられた場合や、再凍結した細胞を使用された場合は、保証の対象になりま

せんのでご注意ください。 

 

《Ⅳ．製品構成》 

※受け取り後、直ちにご使用にならない場合は凍結細胞を液体窒素にて保存してください 

 

 

構成 容量 本数 保存方法 有効期限 

血管内皮細胞 

(ブタ、第 7 継代) 
5×105cells/vial 1 本 液体窒素保存 6 ヶ月 

mailto:primarycell@cosmobio.co.jp


 
 

《Ⅴ．細胞の由来》 

ブタ大動脈 

 

《Ⅵ．専用メディウム（別売）》 

 

 

 

 

培地の主成分：DMEM、血清、抗生剤、その他 

 

《Ⅶ．操作方法》 

※本製品は【継代可能】です。 

 

細胞解凍・播種  

【準備するもの】 

・25cm2フラスコもしくは実験に使用する培養容器 

・血管内皮細胞培養用メディウム 

※培養開始する前に予め培養用メディウムは解凍し、冷蔵保管してください。 

 

1. 凍結細胞のバイアルを、37℃温水にて約 2 分間加温して解凍してください（小さな氷塊が残る程度）。 

2. 解凍した細胞液は、培養用メディウム 10 mL が入っている 15 mL 遠沈管に移し混和した後、遠沈管内の

培養メディウムを 1 mL 分取し、バイアルを共洗いして細胞液を回収してください。 

3. 4℃、200 ×g で 5 分間遠心してください。 

4. 上清を除去し､培養用メディウム･10ml で懸濁後、4℃、200 ×g で 5 分間遠心してください。 

5. 上清を除去し、培養用メディウムを加えて細胞懸濁液を調製し、25cm2フラスコ 2枚もしくは1.0～1.5×104 

cells/cm2の密度で播種し、5％CO2存在下の 37℃インキュベーターで培養してください。 

6. 培地交換は 37℃に加温した培養メディウムを用いて、播種後翌日に 1 回、その後は 2 日に 1 回以上の頻

度で培地を交換してください。 

7. 80％コンフルエントに達したら（播種後 2～3 日目）継代してください。コンフルエントに達した後は細

胞が遊離しやすくなりますのでご注意ください。 

 

細胞継代 

【準備するもの】 

・80%コンフルエントになった細胞 

・滅菌済み PBS(-)：Ca、Mg を含まない生理的リン酸緩衝液、予め室温に戻しておく。 

・トリプシン溶液：0.05％トリプシン/0.02％EDTA を含む PBS(-) 

・実験に使用する培養容器 

・血管内皮細胞培養用メディウム 

 

品名 品番 容量 保存方法 有効期限 

血管内皮細胞 

培養用メディウム 
ENCM 500 mL 

－20℃保存 

(解凍後は 4℃保存) 

ボトル記載(－20℃保存) 

解凍後 3 ヶ月(4℃保存) 



 
 

【25cm2フラスコの場合】 

1. 80%コンフルエントになった細胞を CO2インキュベーターから取り出して下さい。 

2. フラスコ内の上清を吸引除去し、室温に戻した滅菌済み PBS(-)5ml で 2 回洗浄してください。 

3. 洗浄に用いた PBS(-)を吸引除去して下さい。 

4. 室温に戻したトリプシン溶液 3ml を加えてフラスコ底面全体に行き渡らせたのち、余分なトリプシン溶液

を吸引除去してください。細胞が丸くなったのを位相差顕微鏡で確認後、軽く手のひらでフラスコをたた

き、細胞がフラスコからはがれて流動する様子が観察されるまでトリプシン処理を行ってください。 

※ 細胞が剥れにくいときは、37℃インキュベーターに数分間入れて加温してください。 

※ 長時間（15 分以上）のトリプシン処理は、細胞の状態が悪化することがあるので避けてください。 

5. 細胞が剥がれたのを確認後、培養用メディウムで細胞を回収し、200 ×g で 5 分間遠心して上清を吸引除

去してください。 

6. 培養用メディウムを加えて細胞懸濁液を調製し、細胞数をカウントしてください。 

7. 培養用メディウムで適宜希釈して、1.0～1.5×104 cells/cm2 の細胞密度で播種してください。翌日培地交

換し、以降 2 日に 1 回以上の頻度で培地を交換してください。 

 

 

《Ⅷ．技術情報》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《本製品をご利用になられた文献、発表データ 》 

本製品をご利用いただいて投稿された論文、学会発表パネルなどを送付いただきましたお客様に粗品を進

呈させていただきます。ご提供いただきました論文などは、WEB やカタログ、技術資料を通じて多くの

研究者の方への技術情報として利用させていただく場合がございます。是非皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

送付先：〒047-0261 北海道小樽市銭函 3 丁目 513 番 2 

コスモ・バイオ株式会社 札幌事業部 あて郵送  

または primarycell@cosmobio.co.jp あて PDF ファイル送信 

図１．細胞形態 

 

A．位相差顕微鏡画像 
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