
取扱説明書

ライカ CM1850

V 2.6 日本語版 - 10/2012

注文番号 14 0471 86108 RevC

必ず装置の近くに保管してください。
スタートアップ前にお読みください。

ライカ CM1850
クリオスタット





3ライカ CM1850 – クリオスタット

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226  Nussloch
Germany

Phone： +49 (6224) 143-0
Fax： +49 (6224) 143-268
インターネット： www.LeicaBiosystems.com

保証は、当社と顧客との間に交わされた契約の条項に
のみ従って行われます。ライカは、製品の技術仕様な
らびに製造プロセスを予告なく変更する権利を有しま
す。この権利を有することにより、ライカは製品の開
発・製造に関する継続的な改良を実施することが可能
になります。

本書は著作権法によって保護されています。すべての
著作権は、Leica Biosystems Nussloch GmbH に帰属
します。

本書に含まれる文章、図を含むあらゆる構成部分を印
刷、コピー、マイクロフィルム、Web Cam 等を含む方
法により、またいかなる電子的システムやメディアを
使用する手段によって、Leica Biosystems Nussloch 
GmbH の事前の書面による許可なしに複製を作成す
ることを禁じます。

製品のシリアル番号ならびに製造日付については、製
品に付いている銘板をご覧ください。

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

本書に記載された情報、数値データ、注意事項、およ
び数値の評価は、当該科学技術分野における最新の
研究にもとづく科学知識と技術レベルを反映していま
す。弊社は、当該技術分野における最新の発展にも
とづき、本書の内容を変更する権利を留保するととも
に、新しい変更内容について定期的および継続的に
ユーザーに通知、コピー頒布等を行う義務を負いま
せん。
万一、本書の内容に誤った記載や図面、説明図などが
含まれていたとしても、個々のケースに該当する国内
法規に照らして許容範囲とみなせる場合には免責とさ
せていただきます。また、本書に記載の説明もしくは
情報に従ったことに起因して万一経済的、物的損害が
生ずる事態となったとしても、弊社はその責を負いま
せん。
本書に記載された説明、図、図解およびその他の情
報は、説明的なものか、技術的なものであるかにかか
わらず、当社の製品の特性を保証するものではありま
せん。

注意事項
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1.1  本文中で使用した記号とその意味

1. 重要な注意事項

(5)
（図 5）

1.3 本装置の用途

ライカ CM1850 は、生物学、医学、産業の分野でルー
チン用および研究用としてお使いいただける高性能ク
リオスタットです。
本装置は組織標本を高速度で凍結およびセクショニン
グするように設計されています。
本装置は組織の保存には適しません。
本装置は必ず上記の適用範囲内で、本書に記載した
指示に従って操作してください。
それ以外の使用は本装置の用途外の使用と見なされ
ます。
ライカ CM1850 は IVD（インビトロ診断）用のミクロ
トームとしても使用することができます。

図 1

1.4 装置の型式

本書に記載の内容は、表紙に明記された装置型式に
のみ適用されます。

装置のシリアル番号を示す銘板は、装置裏面に取り付
けられています。

注意事項  
記号  が付いた灰色のボックスには
ユーザーにとって重要な情報が説明され
ています。

警告  
三角警告マーク  が付いた灰色のボッ
クスには警告内容が説明されています。

カッコ内の数字は、図中の位置番号また
は図の番号を表します。

1.2 オペレーターの資格

ライカ CM1850 は、訓練を受けた検査室オペレーター
だけが操作してください。
本装置の操作を行うすべての検査室オペレーターは、
本書をよく読み、装置の操作に精通しておく必要があ
ります。
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2.1 安全装置

本装置およびアクセサリには安全装置として、安全ハンドホイールとナイフホルダー
上のナイフガードが取り付けられています。
これらの安全機能を正しく使用し、本書の警告および注意事項を厳守することで、
ユーザーは事故や負傷の危険を大幅に回避することができます。

2.　安全にお使いいただくために

図 2

2

1

図 3

本書には、装置の操作上の安全と保守に関する重要な指示と情報が含まれてい
ます
取扱説明書は装置の重要な一部です。装置をセットアップしてご使用になる前に本
書をよくお読みになり、必ず装置の近くに保管してください。
本装置を使用する国で事故防止と環境保護のための法規により本書の記載以外の
事項が要求される場合は、当該要求事項を遵守するために必要な指示を追加してく
ださい。
装置を操作する前に取扱説明書をよく読んでください。

ナイフや試料を調整するとき、試料を交換するとき、または休憩を取
るときには、必ずハンドホイールをロックしてから行ってください。

凍結システムがオンで凍結チャンバーが冷却されている場合にのみ、
ハンドホイールを回してください。

2.1.1 ハンドホイールのロック

ハンドホイールをロックするには、ハンドルを上の位置まで回します。ロッキングピ
ン（1）をハンドホイールの溝に押し込みます。ロック位置には黒い点（2）が付い
ています。必要に応じ、ロック機構がかみ合うようにハンドホイールを少し前後に動
かします。

ロックを解除するには、ロッキングピン（1）をハンドホイールの溝から左に押します。
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2.1.2 ナイフガード

2.2  装置の設計と安全な取り扱いに関する一般情報

本装置は、電気計測・制御・実験装置に適用される安全規則に準拠して製造、試験
されています。

装置におけるこの状態を維持し、危険のない操作を行うために、ユーザーは必ず本
書に含まれるすべての注意事項と警告に従ってください。

適用される規格の最新情報については、弊社 WEB サイトの CE 適合宣言のページ
をご覧ください。

www.LeicaBiosystems.com

2. 安全にお使いいただくために

ナイフや試料を取り扱うとき、試料を交換するとき、または休憩を
取るときには、必ず刃先をナイフガードでカバーしてから行ってくだ
さい。

ナイフホルダー CN にはナイフガードが装着されています。ナイフホルダー CE お
よび CE-TC の場合は、アンチロールガイドのガラスプレートがナイフガードの役割
を果たします（ご使用のナイフホルダーの取扱説明書をご覧ください）。ナイフや
試料を調整するとき、試料を交換するとき、または休憩を取るときには、必ずハンド
ホイールをロックしてから行ってください。
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2. 　安全にお使いいただくために

2.3 操作条件

 搬送と設置

• 搬送後は最低 4 時間待ってから装置の電源を入れてください。
• 爆発の危険がある場所では、本装置を操作しないでください。
• 適切な冷却能力を保証するために、装置は壁や備品から最低 10 cm 離して設置
してください。

 電源への接続

• 電源に接続する前に、設置場所の電圧が装置の銘板に記載されている電力定格
に適合しているか、点検してください。

• コンプレッサーのスタートアップ中に、定格電圧が「テクニカルデータ」に指定
されている値を下回ってはなりません。

 コンプレッサーには 45 ～ 50 A の始動電流が必要です。
 このため、設置場所の電気回路を電気技師に点検してもらい、装置が正常に作
動するための条件を満たす必要があります。

 装置には一定の適切な電源電圧が常に供給されなければなりません。
 上記の条件が満たされないと、装置が故障する原因となります。
• 搬送後は、4 時間以上待ってから装置の電源を入れてください。
 この待ち時間は、搬送中に移動した可能性のあるコンプレッサーオイルが元の
位置に戻るのに必要な時間です。

 これを守らないと、装置が故障する原因となります。
 霜取り

• 霜取り中、急速凍結ステーションが非常に熱くなる可能性があります。

 霜取り中は急速凍結ステーションに手を触れないでください。

2.4 装置の操作

• ミクロトームナイフと替刃の取り扱いには十分注意してください。刃先は非常に
鋭利であるため、負傷する危険があります。
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• ナイフ、およびナイフ/替刃が付いたままのナイフホルダーを放置しないでくだ
さい。

• 刃先を上に向けた状態でナイフをテーブルに置かないでください。
• ナイフが落下した場合、手で受け止めようとしてはなりません。
• 必ず先に試料を取り付け、その後にナイフを装着してください。
• ナイフや試料を取り扱うとき、試料またはナイフを交換するとき、また休憩を取
るときには、必ずハンドホイールをロックして刃先をナイフガードでカバーして
から行ってください。

• 装置の冷却部分に皮膚が触れないようにしてください。凍傷になる恐れがあり
ます。

• 霜取りサイクルからの凝縮水を確実に廃液タンクに回収し、かつ雑菌混入の危
険を防止するため、装置作動時には廃液タンクのコック（2、図 31.1）を開けて
おいてください。廃液タンクを空にする場合にのみ、コックを閉じてください。

2.5 クリーニングと感染防止対策

• 凍結チャンバーのルーチンの感染防止対策のためにミクロトームを取り外す必
要はありません。

 装置の殺菌にはライカ Cryofect によるスプレー洗浄が適しています。
• クリーニングおよび感染防止対策に有機溶剤やその他の作用の強い物質を使
わないでください。

 Leica Cryofect など、本書に指定した洗剤や除菌剤のみを使用してください（ア
ルコールやアルコール除菌剤）

2.6 ミクロトームの取り外し

• ミクロトームを取り外す場合は、電源スイッチで装置をオフにし、電源プラグを
抜いてから行ってください。

• ミクロトームを取り外す際、ハンドホイールで試料ヘッドを下の位置にしてくだ
さい。

 この位置にしないと、ミクロトームを取り外す時に試料ヘッドが急に落下して、
オペレーターの手を傷つける恐れがあります。

•  凍結チャンバーから冷えたミクロトームを取り出すには、適切な保護手袋を着用
してください。

2. 安全にお使いいただくために
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 装置の低温部分に皮膚が長く触れると凍傷になる危険があります。
• ミクロトームは完全に乾燥させてから再取り付けしてください。内部に湿気があ
ると、低温のクリオスタット内で水分が結露・凍結して、故障や損傷の原因とな
ります。

• 凍結チャンバーの乾燥に外部のヒーターを使用しないでください。冷却システ
ムの損傷を引き起こすことがあります。

• クリオスタットから取り外したすべての部品は、十分に乾燥させてから凍結チャ
ンバーに取り付けてください。

2.7 保守

 ヒューズの交換

• ヒューズを交換する前に、オートマチックヒューズで装置のスイッチを切り、電源
プラグを抜きます。

• 必ず同タイプのヒューズを使用してください。ヒューズ タイプについては第 3 章
「テクニカルデータ」を参照してください。

 指定以外のヒューズを使用すると、装置が損傷する可能性があります。

 ランプの交換

• ランプを交換する前に、オートマチックヒューズで装置のスイッチを切り、電源
プラグを抜きます。

• ランプが破損した場合、交換時に負傷するおそれがあるため、ランプの交換は
ライカマイクロシステムズに依頼してください。

2. 　安全にお使いいただくために
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3. テクニカルデータ

   IEC-1010、UL 3101 準拠

 CECOMAF 準拠、凝縮温度 45 °C、蒸発温度 -25 °C

作動温度範囲（周囲温度）：18 °C ～ 35 °C
温度に関するすべての仕様は、周囲温度 22 °C 以下および湿度 60% 以下でのみ有効です。

機種 CM1850 CM1850 CM1850-08 CM1850-01
適合マーク CUL - - VDE
定格電圧（±10 %） 120 V AC 220 V AC 230 V AC 240 V AC
定格周波数 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz
消費電力 1600 VA 1600 VA 1600 VA 1600 VA
最大始動電流、5 秒間 45 A 実効電流 45 A 実効電流 45 A 実効電流 45 A 実効電流
保護クラス I I I I
電源スイッチ
（オートマチックヒューズ）

T12A T1 T12A T1 T10A T1 T10A T1

汚染度  2 2 2 2
過電圧設置カテゴリー II II II II
熱排出（最大） 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s

冷却システム 50 Hz 60 Hz

凍結チャンバー
温度設定範囲 0 °C ～ -35 °C (+ 2 K / - 0 K) 0°C ～ -35°C (+ 2 K / - 0 K)
霜取り 自動ホットガス霜取り

温度制御
24 時間に 1 回の自動霜取り
温度制御
手動霜取り

自動ホットガス霜取り
温度制御
24 時間に 1 回の自動霜取り
温度制御
手動霜取り

凍結能力  690 W 690 W
安全係数 3 3
冷媒 300 g ±5g 冷媒 R 404A * 300 g ±5g 冷媒 R 404A *
コンプレッサーオイル 0.6 l EMKARATE RL-22S、ICI * 0.6 l EMKARATE RL-22S、ICI *

急速凍結ステーション
最高温度 - 43°C (+ 3 K/- 2 K) - 43°C (+ 3 K/- 2 K) 
急速凍結ステーション数 10 10
霜取り 手動ホットガス霜取り

時間制御
手動ホットガス霜取り
時間制御

ペルチェユニット
最高温度 -60 °C (+5 K) -60°C (+5 K)
凍結ステーション数 2 2*
霜取り 急速凍結ステーションと同時 急速凍結ステーションと同時
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3. 　テクニカルデータ

CM 1850 タイプはすべて下記のヒューズを必要とします。

F1: T0.25 A Schurter 社製、タイプ FST、6.3x32 mm または T0.25 A Littlefuse 社製、タイプ 313、6.3x32 mm
F2: T0.6 A Schurter 社製、タイプ FST、6.3x32 mm または T0.6 A Littlefuse 社製、タイプ 313、6.3x32 mm
F3: T1.6 A Schurter 社製、タイプ FST、6.3x32 mm または T1.6 A Littlefuse 社製、タイプ 313、6.3x32 mm
F4: T6.25 A Schurter 社製、タイプ FST、 6.3x32 mm または T6.25 A Littlefuse 社製、タイプ 313、6.3x32 mm
F5: T4 A  Schurter 社製、タイプ FST、6.3x32 mm または T4  Littlefuse 社製、タイプ 313、6.3x32 mm

ミクロトーム

回転式ミクロトーム
切片厚設定  1 ～ 60 µm
試料送り量  25 mm
試料垂直移動量  59 mm
最大試料サイズ  55 x 55 mm
試料オリエンテーション  8°（x/y軸）、360°回転
電動試料送り
 低速  200 µm/s
 高速 700 µm/s

クリオキャビネット

寸法
 幅（ハンドホイールを含まず） 600 mm
 幅（ハンドホイールを含む） 730 mm
 奥行 730 mm
 高さ 1140 mm
 
重量（ミクロトームを含む、 
試料冷却を含まず）       約 135 kg

蛍光灯

50 Hz 仕様： Osram Dulux S 11 W/21
 色：LUMILUX ライトホワイト
60 Hz 仕様： Osram Dulux S 13 W/21
 色：LUMILUX ライトホワイト

 IEC-1010、UL 3101 準拠
 CECOMAF 準拠
凝縮温度 45°C
蒸発温度 -25 °C

保管条件
保管温度： 5 ～ 55°C
相対湿度： 85 % 以下、結露なきこと

*  冷媒とコンプレッサーオイルの交換は、ライカマイクロシステムズのサービス エンジニアに依
頼してください。

5.2 章「設置場所の条件」を参照してください。



14 取扱説明書 V 2.6 RevC – 10/2012

4.1 設置場所の条件

4. 開梱と設置

縦方向の
動き

横方向の
動き

傾き

図 4

15 14

16
• 装置をキャスター（14）で設置場所まで動かします。搬送する場所の強度が十
分であることを確認してください。搬送の際にはキャビネット以外の箇所を持た
ないでください（図 4）。

• 軽く傾斜（最大 30°）をつけて搬送する場合は、調整脚（15）を使用して装置
の重量を支えることができます。

• 設置場所で調整脚（15）のネジをフォークレンチで緩めます。
 これは装置を安定させるために必要です。
• 調整脚のネジを調節して、装置を水平にします。

爆発の危険のある場所で本装置を扱わないでください。適切な冷却能
力を保証するために、装置は壁や備品から最低 10 cm 離して設置して
ください。

室内が高温で相対湿度が高すぎると、クリオスタットの冷却能力に影
響します。

装置は必ず立てた状態で搬送してください。
装置が傾いていると、コンプレッサーオイルが移動します。
キャビネットの蓋をつかまないでください。図示した箇所（ ）のみ
をつかんでください。
急速凍結ステーションの霜取り水が確実に排出されるように、調整脚
を正しく合わせることが必要です。

• 設置場所は以下の前提条件を満たす必要があります。

– 直射日光が当たらないこと
– 電源コンセントまで約 1.5 m 以上離れていないこと。
– 風が（エアコンなど）が直接装置に当たらないこと
– 床が平らなこと
– 振動の伝わらない床であること
– ハンドホイールを自由に回すことのできるスペースがあり、ハンドホイールに楽

に手が届くこと
– 室温は 35 °C 以下であること
– 湿度は 60% 以下であること。室内が高温で相対湿度が高すぎると、クリオスタッ
トの冷却能力に影響します。

– 本装置は屋内での使用専用です

4.2  設置場所への搬送
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4.3 標準付属品

次のバリエーションがあります。  - CM1850、リトラクション付き、各種電圧

  - CM1850、リトラクションなし（米国仕様のみ） ................. 14 0471 31148

ハンドホイール × 1、マーキング付き、抗菌 .............................................. 14 0471 42558
定置式ヒートエクストラクター ×1 .............................................................. 14 0471 30792
ヒートエクストラクター用低温安定器 ×1（パーキングステーション） .. 14 0471 30793 
試料チャックセット x 1 ................................................................................... 14 0470 43550
 - 試料チャック x 4、25 mm ...................................................................... 14 0416 19275
 - 試料チャック x 4、30 mm ...................................................................... 14 0370 08587
切片屑トレー ×1 ............................................................................................. 14 0471 30787
中敷きプレート ×1、右 .................................................................................. 14 0471 30789
中敷きプレート ×1、左 .................................................................................. 14 0471 30790
筆置きプレート ×1 ......................................................................................... 14 0398 13088
工具キット×1: ................................................................................................. 14 0436 43463
 - 細筆 x 1 .................................................................................................. 14 0183 28642
 - ライカ ブラシ × 1、マグネット付き ..................................................... 14 0183 40426
 - 六角レンチ x 1、サイズ 1.5 .................................................................. 14 0222 10050
 - 六角レンチ x 1、サイズ 2.5 .................................................................. 14 0222 04137
 - 六角レンチ x 1、サイズ 3.0 .................................................................. 14 0222 04138
 - 六角レンチ x 1、サイズ 4.0 .................................................................. 14 0222 04139
 - ボールポイントヘッド 六角レンチ x 1、サイズ4.0 ............................ 14 0222 32131 
 - 六角レンチ x 1、サイズ 5  .................................................................... 14 0222 04140
 - 六角レンチ x 1、ハンドル付き、サイズ5  .......................................... 14 0194 04760
 - 六角レンチ x 1、サイズ 6  .................................................................... 14 0022 04141
 - シングルレンチ × 1、サイズ 13  .......................................................... 14 0330 33149
 - シングルレンチ × 1、サイズ 16  .......................................................... 14 0330 18595
クリオスタットオイル（50 ml） x 1、タイプ 407 .......................................... 14 0336 06098
OCT コンパウンド× 1、凍結セクショニング用封入剤、125 ml  ............... 14 0201 08926
ライカ CM1850 取扱説明書 × 1 .................................................................. 14 0471 86108

4. 　開梱と設置

梱包リストと注文書を確認して、納入品に間違いがないか確認してください。
万一相違がある場合には、速やかにライカマイクロシステムズにご連絡ください。

CM 1850 では、異なるナイフホルダーを選択することができます。各
ナイフホルダーにはそれぞれ専用の取扱説明書が付いています。
取扱説明書を紛失した場合は、ライカ マイクロシステムズにご連絡く
ださい。
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4.4 ハンドホイールの取り付け

• ハンドホイールシャフトのピン（1）をハンドホイー
ルの穴（2）に挿入します。

• スプリングワッシャー（3）をネジ（4）に図 16の
ように取り付けます。

• ネジ（4）を六角レンチ（5 mm）で締め付けます。

• 粘着カバーディスク（5）を取り付けます。

取り外しは、逆の手順で行ってください。

図 5

4. 開梱と設置

3 4 5

21

ハンドホイールと固定用具はアクセサリー用の段ボール箱に入ってい
ます。ハンドホイールは搬送の際に（たとえば狭いドアを通過するた
めに）取り外すことができます。
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5.1  電源への接続

5. 　セットアップ

コンプレッサーのスタートアップ中に、定格電圧が「テクニカルデー
タ」に指定されている値を下回ってはなりません。
コンプレッサーには 45 ～ 50 A の始動電流が必要です。
このため、設置場所の電気回路を電気技師に点検してもらい、装置が
正常に作動するための条件を満たす必要があります。
装置には一定の適切な電源電圧が常に供給されなければなりません。
上記の条件が満たされないと、装置が故障する原因となります。

• 設置場所の電気回路は個別にヒューズで保護してください。

• この電気回路に他の電装品を接続しないでください。

5.2 スタートアップの前に

• 電源へ接続する前に、設置場所の電圧が装置の銘板に記載されている電力定格
に適合しているか点検してください。

• 凍結チャンバーに中敷きプレートを取り付けます。

• 凍結チャンバーに切片屑トレーと筆置きプレートを取り付けます。

• ミクロトームベースプレート上にナイフホルダーベースを取り付けます。

• ナイフホルダーベースにナイフホルダーを差し込んで、クランプで固定します。
詳細は、ご使用のナイフホルダーの取扱説明書を参照してください。

• ナイフの入ったナイフボックスを開き、凍結チャンバーに入れて予備冷却します。

• 凍結切片作製に必要なすべての道具を凍結チャンバー内に入れておきます。

• スライドウィンドウを閉じます。

• 電源プラグを壁面のコンセントに接続します。
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5.3 ライカ CM1850 - 各部説明図

5. セットアップ

13

17

図 6
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 1 クリオスタット CM1850
 2 廃液タンク
 3 コントロールパネル 1
 4 コントロールパネル 2
 5 中敷きプレート、左
 6 中敷きプレート、右
 7 オートマチックヒューズ
 8 定置式ヒートエクストラクター 

サポート
 9 急速凍結ステーション 
 10 ペルチェユニット 
 11  パーキングステーション 
 12 定置式ヒートエクストラクター 
 13 試料チャック
 14 サーマルブロック（オプション）
 15 切片屑トレー
 16 筆置きプレート
 17 試料ヘッド（オリエンテーション

付き） 
 18 ナイフホルダーベース 
（オプション）

 19 ナイフホルダー CE（オプション）
 20 ナイフホルダー CN（オプション）
 21 ナイフホルダー CE-TC 
（オプション）

3

5. 　セットアップ

5

7

1
2

6
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5.4 電源スイッチとオートマチックヒューズ

 オートマチックヒューズは電源スイッチとして使用されます。
 オートマチックヒューズをオンにするには、スイッチを上の位置（1）に合わせます。
 オートマチックヒューズをオフにするには、スイッチを下の位置（0）に合わせます。

5.5  装置の電源を入れる

5. セットアップ

図 7
電源スイッチ
（オートマチックヒューズ）

搬送後 4 時間以上待ってから装置の電源を入れてください。
この待ち時間は、搬送中に移動した可能性のあるコンプレッサーオイ
ルが元の位置に戻るのに必要な時間です。
これを守らないと、装置が故障する原因となります。

正常の動作ではコンプレッサー始動の前に圧力補正が行われ、シュー
という音が発生することがあります。

• オートマチックヒューズで装置をオンにします。
• 装置は工場出荷時に以下のように設定されています。

 時刻： 00:00
 霜取り時間： 10:00
 凍結チャンバー冷却： オン
  （温度の表示）
 ペルチェユニット： オフ
  表示「PE」

• 6.2.1 章～ 6.2.3 章の説明に従い、ご希望の値を設定してください。
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6. 　コントロールパネルの操作

6.1 コントロールパネル 1

  機能ボタン

照明ボタン
凍結チャンバー内照明用 ON/OFF スイッチ。

手動霜取りボタン
手動霜取りのオン /オフ

キーボタン
設定したパラメーターが不用意に変更されないように、コントロールパネルをロッ
ク/ロック解除します。ロック/ロック解除するには、キーボタンを約 5 秒間押し続け
ます。

6.2 プログラムの設定

6.2.1 時刻の設定

現在の時刻は時計マークの付いたコントロールパネル上で  および  キーで設
定します。
  または  ボタンを 1 秒以上押すと、時刻が連続的に増減します（オートリピー
ト機能）。

図 8

                            

図 9
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6. コントロールパネルの操作

6.2.2 自動霜取り時刻の設定 （凍結チャンバー）

自動霜取りは 24 時間に 1 回行われます。
 または  ボタンを短く押すと、現在設定されている霜取りの開始時刻が表示さ
れます。同時に、「時」と「分」表示の間にある LED が点滅します。
霜取りの開始時刻を 15 分刻みで変更するには、  または  ボタンを押します。

6.2.3 凍結チャンバー内温度の設定

凍結チャンバー内温度の表示と設定は、クリオスタットのマークの付いたコントロー
ルパネル上で行います。
通常は現在の温度が表示されます。

 または  ボタンを押すと、設定温度が表示されます。
 または  ボタンを押して希望する温度に設定します。  または  ボタンを 1 秒
以上押すと、チャンバー内温度値が連続的に増減します。
設定が終了すると、約 5 秒後に現在の温度に戻ります。

                            図 10

図 11
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6.2.4  ペルチェユニットの作動

ペルチェユニットは急速凍結ステーションを補助冷却します。ペルチェユニットが作
動すると、冷却システムのコンプレッサーが 40 秒後に始動し、熱伝導率効果を高め
ます。
装置のディスプレイ表示： 「PE」（=ペルチェユニット） 
ペルチェユニットは  ボタンを押すと作動します。
作動すると、ディスプレイ表示は「10」に変わります（つまり、ペルチェユニットは 
10 分間作動します）。残りの冷却時間が常に表示されます。

ペルチェユニットは 10 分後に自動的にオフになります。
残り時間が 4 分になると、数字 4 の後ろにピリオドが表示されます（「4.」）。この時
点を過ぎてからは、

 
ボタンをもう一度押し、ペルチェユニットを時間前にオフに

することもできます。
オフになると、ディスプレイの表示は「PE」に戻ります。

6.2.5 急速凍結ステーションの手動霜取り

6. 　コントロールパネルの操作

図 12

霜取り中、急速凍結ステーションが非常に熱くなる可能性があります。
霜取り中は急速凍結ステーションに手を触れないでください。

図 13

急速凍結ステーションの手動霜取りをオンにするには  ボタンを押し（信号音が
鳴る）、それから  ボタンを押します（信号音が停止する）。霜取り中は表示が点
滅します。
急速凍結ステーションの手動霜取りをオフにするには、  ボタンをもう一度押し、
続けて  ボタンを押します。

急速凍結ステーションと凍結チャンバーの霜取りは、単独で作動させ
ることができます。ただし、2 つのシステムを同時に霜取りすること
はできません。
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6.2.6 凍結チャンバーの手動霜取り

凍結チャンバーの手動霜取りをオンにするには、  ボタンを押し（信号音が鳴る）、
それから凍結チャンバー内温度用パネルの  または  ボタンを押します（信号音
が停止する）。霜取り中は表示が点滅します。
急速凍結ステーションの手動霜取りを自動停止時間の前にオフにするには、もう一
度  を押して、凍結チャンバー内温度用パネルの  または  ボタンを押します。

6.3 ディスプレイロック

キーボタンを押してロックすると、設定値を変更することはできません。

ディスプレイのロックを解除するには、キーボタンを 5 秒間押します。

ディスプレイがロックされると、時間表示パネルの「時」と「分」の間の LED がオ
フになります。

6. コントロールパネルの操作

図 15

図 14                             
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6.4 コントロールパネル 2 - 電動試料送り

試料ヘッドをナイフから遠ざける

• ボタンを 1 回押すと、高速後退移動が始まり、試料ヘッドは後退エンド ポジショ
ンまで移動します。

 試料ヘッドの移動中、LED（1）が点滅します。

後退エンドポジションに達すると、LED（1） が点灯します。

• いずれかの粗送りボタンを押して、後退動作を途中で停止することができます。
• ボタンを押すと後退エンドポジションに向けて低速後退移動が始まります。

 ボタンを押し続けている間、試料が後退エンドポジションまで低速移動します。

試料をナイフに近づける

• ボタンを押すと、ナイフに向けて高速前進移動または低速前進移動が始まり
ます。

 ボタンを押し続けている間、前進移動が行われます。これは、試料とナイフの損
傷を防ぐための安全機能です。 

 前進エンドポジションに達すると、LED（2） が点灯し始めます。

6. 　コントロールパネルの操作

1

高速

2

低速

高速

低速
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7. 日常の操作

7.1 試料の凍結

• 試料用の適切なセクショニング温度（凍結チャンバー内温度）を選択します（7.4 
章「温度選択表」を参照してください）。

7.1.1 急速凍結ステーション

凍結チャンバーには最大 10 枚の試料チャック用の急速凍結ステーション（5、図 
17）が装着されています。
急速凍結ステーションの温度は常に凍結チャンバー内温度より低くなっています。

• 試料を適切なサイズにカットします。
• ペルチェユニット（4）が装備されていれば、作動
させます。最大冷凍能力に達するまで約 40 秒か
かります。

• 室温の試料チャックに OCT コンパウンドを十分に
塗布します。

• 試料を試料チャックにのせてオリエンテーションし
ます。

• 試料チャックを急速凍結ステーションの穴のひとつ
に取り付け、試料を低温で凍結します。

• 試料が凍結したら、試料チャックを試料ヘッド（図 
18）に挿入し、セクショニングを開始します。

7.1.2 定置式ヒートエクストラクター

• ヒートエクストラクター（2）のサポート（1）を 2 本のネジを締め付けて凍結チャ
ンバーの左側パネルのネジ穴に固定し、ヒートエクストラクターを挿入します。

• ヒートエクストラクターを試料表面に接触させます。約 30 秒間後、試料は完全
に凍結します。

• 試料が凍結したら、ヒートエクストラクターをパーキングステーション（3）上に
移動します。

1

2

3
4

5

図 17
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7. 　日常の操作

7.2 試料チャック 7.2.1  試料ヘッドへの試料チャックの挿入

• ハンドホイールのハンドルを上の位置にロックし
ます。

• ナイフホルダーとナイフを取り付け、刃先をナイ
フガードでカバーします。

• 試料ヘッド上のネジ（1）を緩めます。

• 試料チャック（3）のシャフトを試料ヘッドの位置
決め穴（2）に挿入します。

	

試料チャックのシャフトが完全に奥まで挿入されてい
ることを確認してください。試料チャックの裏面全体
が試料ヘッドと密着していなければなりません。

• ネジ（1）を再度締め付けます。

7.2.2 試料のオリエンテーション

• ネジ（4）を緩めます。

• レバー（5）によって試料のオリエンテーションを
行います。

• ネジ（4）を再度締め付けます。

図 18



28 取扱説明書 V 2.6 RevC – 10/2012

7.3 セクショニング

7. 日常の操作

ナイフホルダーとアンチロールガイドに関する必要な調整については、
ご使用のナイフホルダーの取扱説明書に詳しく記載されています。

ミクロトームナイフと替刃の取り扱いには十分注意してください。刃
先は非常に鋭利であるため、負傷する危険があります。

• 予備冷却したナイフ/替刃をナイフホルダーに挿入し、固定します。
• ナイフホルダー上で適切な逃げ角を調整します。逃げ角は、4 °～ 6 °（ナイフホルダー CN および CE-TC）ま
たは 1°～ 2 °（ナイフホルダー CE）に設定します。

• ナイフホルダー /ナイフの位置をずらし、試料に合わせます。
• ナイフガード（ナイフホルダー CN）を取り外します。またはガラスアンチロールガイド（ナイフホルダー CE、

CE-TC）を左に倒します。
• ハンドホイールのロックを解除します。
• 試料をトリミングするには、粗送りボタンで試料をナイフに近づけます。ハンドホイールを回して試料を希望
の切片サイズにトリミングします。

• アンチロールガイドをナイフ上にかぶせて、刃先と位置を合わせます。
 必要に応じてアンチロールガイドの位置を再調整します。

7.3.2 切片厚の設定

ノブ（1）を回して切片厚を 1～ 60 μm の範囲で調節します。
 0 ～ 10 µm 間、1 µm 刻み
 10 ～ 20 µm 間、2 µm 刻み
 20 ～ 60 µm 間、5 µm 刻み
選択した切片厚はミクロトームのインデックスマーク上に表示されます。
• ミクロトームのコントロールノブで希望の切片厚を選択します。
 最初に約 20 µm の切片厚を設定してセクショニングを開始します。

• その後、徐々に希望する切片厚まで下げていきます。
 切片厚を変更した後は、最初の 2、3 枚の切片は廃棄してください。
• セクショニング時には、ハンドホイールを一定のスピードで回してください。

7.3.1 試料のトリミング
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7.4 温度選択表（マイナス°C）

上記の温度値は長期にわたる経験に基づいていますが、あくまでも目安です。 
各組織は特別の温度調整を必要とすることがあります。

7. 　日常の操作

組織 -10 °C～ -15 °C -15 °C～ -25 °C -25 °C～ -35 °C
副腎  

骨髄 

脳 

膀胱 

乳房 - 高脂肪 

乳房 - 低脂肪 

軟骨  

子宮頸部 

脂肪組織 

心臓および血管 

腸 

腎臓 

喉頭 

唇 

肝臓 

肺 

リンパ 

筋肉 

鼻 

すい臓 

前立腺 

卵巣 

直腸 

皮膚、脂肪付き 

皮膚、脂肪なし 

脾臓または多血流組織 

精巣  

甲状腺 

舌 

子宮内膜 
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7.5 霜取り

凍結チャンバーの霜取りは、過度の凍結を防止するためにエバポレーターを霜取り
することを意味します。霜取り中はエバポレーターに高温ガスが流れます。凍結チャ
ンバー自体は霜取りされません。
霜取り中に生じる結露水は、クリオスタットキャビネット前部のタンクに集められます。

7. 日常の操作

結露水が確実に排水され、雑菌混入の危険を防止するため、装置作動
時には廃液タンクのコック（2、図 22）を開けておいてください。廃
液タンクを空にする場合にのみ、コックを閉じてください。

7.5.1 凍結チャンバーの自動霜取り

自動霜取りは 24 時間に 1 回行われます。
自動霜取りの時間はコントロールパネル 1 で設定することができます（6.2.1 章と 
6.2.2 章を参照）。

7.5.2 凍結チャンバーの手動霜取り

設定可能な自動霜取りの他に、手動霜取りを作動させることもできます（6.2.6 章も
参照）。

急速凍結ステーションは凍結チャンバー自動霜取り中に冷却されます。
ただし、ペルチェユニットはオフになっています。霜取りには最長 12 
分を要します。凍結チャンバーが -5 °C に達すると、霜取りは自動的に
終了します。
冷却モードへは自動的に戻ります。

意図しない霜取りを防止するために、手動霜取りの作動の際には信号
音で確認が行われます。
冷却モードへは自動的に戻ります。
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7.5.3 急速凍結ステーションの手動霜取り

7. 　日常の操作

霜取り中、急速凍結ステーションが非常に熱くなる可能性があります。
霜取り中は急速凍結ステーションに手を触れないでください。

クリーニングには標準的な洗浄剤およびアルコール含有量 95～ 98% 
の除菌剤のみを使用してください。
低温環境から取り外したすべての部品には結露が生じます。このため
部品は完全に乾燥してから凍結チャンバーに戻してください。

急速凍結ステーションの霜が目立つ場合（特にスプレー洗浄後）には、手動霜取り
を開始してください（6.2.5 章を参照）。この霜取りはいつでも終了することができ
ます。

7.6 操作の終了

7.6.1 日常操作の終了時

• ハンドホイールをロックします。

• ナイフホルダーからナイフを取り外し、凍結チャンバーのナイフボックスに収納
します。

• 凍結した切片屑を低温のブラシで取り除きます。

• 切片屑トレーを空にします。

• 中敷きプレートと筆置きプレートを清掃します。

• クリオスタットからすべての試料を取り除きます。

• スライドウィンドウを閉じます。

• 凍結チャンバー照明をオフにします。

• コントロールパネル 1（図 8）をキーボタンでロックします。

• 装置の電源はオンの状態にしておきます。電源を切ると冷却できなくなります。
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7.6.2 長期間使用しない場合

7. 日常の操作

装置を数週間使用しない場合は、装置をオフにすることができます。
ただし、その後装置を再度オンにして、凍結チャンバーが低温になる
までに数時間かかることがありますので、ご注意ください。
スイッチをオフにした後は、装置をクリーニングして十分に感染防止
対策を行ってください（第 9 章「クリーニング、感染防止対策、保守」
を参照）。

• オートマチックヒューズで装置をオフにします。

• 凍結チャンバーを乾燥させるために、スライドウィンドウを開きます。

• クリオスタットからすべての試料を取り外します。

• ハンドホイールをロックします。

• ナイフホルダーからナイフを取り外します。ナイフをナイフボックスに入れます。
または替刃をディスペンサーの底部にある使用済み替刃用の容器に入れます。

• 凍結した切片屑を低温のブラシで取り除きます。

• 切片屑トレーを空にして取り外し、クリーニングおよび感染防止対策を行います。

• 中敷きプレートと筆置きプレートを取り外し、クリーニングおよび感染防止対策
を行います。

装置の電源をオフにしても、設定したパラメーターには影響しません。

装置のスイッチを入れる際、凍結チャンバーミクロトームとすべてのアクセサリ部品
を十分に乾燥させてから行ってください。
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8.1 ディスプレイのエラーメッセージ

エラーメッセージは、時刻パネル上に「EO: XX」のように表示されます。以下のエラー
メッセージが作動中に表示されることがあります。

8. 　トラブルシューティング

エラー 説明 対策
20 キャリブレーション不良。制御盤の故障の可能性。  装置を再度オンにする。 

まだエラーが表示される場合：
ライカマイクロシステムズに連絡する。

21 制御盤用バッテリー切れ。 ライカマイクロシステムズに連絡する。
22 ミクロトームが濡れている。 ミクロトームを乾燥させる。
23 凍結チャンバー内温度が表示範囲外。

（-35 °C ～ +55 °C）
故障原因を取り除く。

24 チャンバー冷却系の温度センサーのショート。 ライカマイクロシステムズに連絡する。
25 チャンバー冷却系の温度センサーの断線。 ライカマイクロシステムズに連絡する。
26 エバポレーターの温度センサーのショート。 ライカマイクロシステムズに連絡する。
27 エバポレーターの温度センサーの断線。 ライカマイクロシステムズに連絡する。

8.2 温度コントロールボタン

クリオスタットキャビネットの裏側に温度コントロールボタン（1）があります。凍結チャンバーの温度が 60 °C を
超えると、このスイッチが自動的に作動して装置をオフにします。

考えられる原因と対策：

• 装置の周囲温度が常に 40 °C を超えている。
-->周囲温度を下げる。
• 装置の設置時に、壁や備品から最小距離 10 cm が
取られていなかった。

--> 最小距離をあける。
• コンデンサーのエア吸入口の汚れ。
--> エア吸入口をクリーニングする（9.3.1 章を参照）。

図 21

考えられる原因を取り除いた後は、温度コントロールボタン（1）を押して装置を再度オンにします。装置がオン
にならない場合は、ライカ マイクロシステムズに連絡してください。

図 20
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8. トラブルシューティング

8.3 考えられる原因と対策

不具合 原因 対策
凍結チャンバー内壁面とミクロトー
ムへの霜の付着

- クリオスタット内への風の流入（部
屋の窓やドアが開いている。エア
コンの風がチャンバー内に吹き込
んでいる状態）。

- 凍結チャンバーのスライドウィン
ドウが長時間開けたままになって
いた。

- 凍結チャンバー内へ吐いた息が
入って霜が付く。

- クリオスタットの設置場所を
変更する。

凍結チャンバーの底が氷結する - 結露水の排出コックが閉じている。 

- 急速凍結ステーションの霜取り水
の詰まり。

- 排水チューブのコックを開き
（2、図 31）、装置をオフにし、
解凍して乾燥する。

- 装置を水平に合わせる。

切片がつぶれる - 試料が十分に冷えていない。
- ナイフ/替刃およびアンチロール
プレートの冷却が十分でないため、
切片が温められた。

- 温度を下げる。
- ナイフ/替刃およびアンチ
ロールプレートがチャンバー
内温度に達するまで待つ。

切片がささくれたつ - 試料が冷えすぎている。 - 温度を上げる。

切片がきれいに伸びない - 静電気または空気の流入。
- 試料が十分に冷えていない。
- 試料が大きすぎる。

- アンチロールプレートが正しく調整
されていない。

- アンチロールプレートが刃先と
合っていない。

- 逃げ角が正しくない。
- ナイフ/替刃の切れ味が悪い、また
は損傷している。

- 原因を取り除く。
- 温度を下げる。
- 試料の上下端を平行にトリミ
ングする、切片厚を大きくする。

- アンチロールプレートを再調
整する。

- 正しく位置を合わせる。

- 正しい角度に設定する。
- ナイフ/刃先の別の箇所を使
用する、またはナイフを交換
する。
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不具合 原因 対策
温度が正しく、アンチロールプレー
トも正しく位置合わせされているが、
切片がきれいに伸びない 

- ナイフ/替刃およびアンチロールプ
レートが汚れている。

- アンチロールプレートのエッジが
損傷している。

- ナイフ/替刃の切れ味が悪い。

- 乾いた布かブラシでクリーニ
ングする。

- アンチロールプレートを交換
する。

- ナイフ/刃先の別の箇所を使
用する、またはナイフを交換
する。

アンチロールプレートが刃先から必
要なだけ出ていない 

- アンチロールプレートが刃先から
十分に離れていない。

- 正しく再調整する。

セクショニングと試料のリターンスト
ローク時に引っかき音が発生

- アンチロールプレートが刃先から
出すぎていて、試料を引っかいて
いる。

- 正しく再調整する。

切片が波打つ - ナイフ/替刃が損傷している。

- アンチロールプレートのエッジが
損傷している。

- ナイフ/刃先の別の箇所を使
用する、またはナイフを交換
する。

- アンチロールプレートを交換
する。

セクショニング時にチャターが発生 - 試料が十分凍結されずに試料
チャックに取り付けられている。

- 試料チャックがしっかり取り付けら
れていない。

- 試料ホルダーのボールジョイント
が確実に取り付けられていない。

- ナイフ/替刃がしっかり取り付けら
れていない。

- 切削された試料が厚すぎるため、
チャックから外れた。

- 試料が非常に硬く、均一でない。

- ナイフ/替刃の切れ味が悪い。

- 試料チャック上の試料を再凍
結する。

- チャックの取り付けを点検
する。

- ボールジョイントの取り付けを
点検する。

- ナイフ/替刃の取り付けを点
検する。

- 試料チャック上の試料を再凍
結する。

- 切片厚を大きくする、必要に
応じて試料表面領域を小さく
する。

- 刃先の別の箇所を使用する、
またはナイフ/替刃を交換
する。

8. 　トラブルシューティング
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不具合 原因 対策
- セクショニングする試料に対してナ
イフの形状が適切でない。

- 逃げ角が正しくない。

- 他の種類のナイフを使用する。

- 正しい角度に設定する。

クリーニング中にアンチロールプ
レートとナイフ上で結露が発生

- ブラシ、ピンセット、布が温かす
ぎる。

- すべての道具をチャンバー内
のプレート上で冷却する。

調整後にアンチロールプレートの
損傷

- プレートが刃先に対して高すぎる。
アンチロールプレートが刃先から
出すぎている。

- 位置合わせ時にアンチロール
プレートを持ち上げる。

- アンチロールプレートを慎重
に取り扱う。

切片が厚い /薄い - 組織を切る温度が適切でない。

- セクショニングする試料に対してナ
イフの形状が適切でない。

- ナイフ裏面に氷が形成される。
- ハンドホイールのスピードが均一
でない。

- ナイフ/替刃がしっかり取り付けら
れていない。

- 試料チャックがしっかり取り付けら
れていない。

- OCT コンパウンドが冷たい試料
チャックに塗布された（凍結後に
チャックから試料が外れることが 
ある）

- ナイフの切れ味が悪い。

- 逃げ角が正しくない。
- 再取り付け前にミクロトームが十
分に乾燥していない。

- 試料が乾燥した。

- 正しい温度を選択する。
- 正しい温度に達するまで待つ。
- 他の形状のナイフを使用する
（c または d）。

- 氷を取り除く。
- スピードを調整する。

- ナイフ/替刃の取り付けを点
検する。

- 取り付けを点検する。

- 温かい試料チャックに OCT コ
ンパウンドを塗布し、試料を取
り付けて凍結する。

- 刃先の別の箇所を使用する、
またはナイフ/替刃を交換
する。

- 正しい角度に設定する。
- ミクロトームを十分に乾燥さ
せる。

- 新しい試料を準備する。

組織がアンチロールプレート上に
くっつく

- アンチロールプレートが温かい、ま
たは位置が合っていない。

- 静電気。

- アンチロールプレートを冷や
す、またはプレートの位置を
合わせる。

- 静電気を取り除く。

8. トラブルシューティング
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不具合 原因 対策
 アンチロールプレートに油脂が付
着している。

- ナイフ/替刃の錆。

- アルコールで油脂を取り除く。

- 錆を取り除く。

アンチロールプレートを持ち上げる
ときに平らな切片が丸まる

- 静電気または空気の流入。
- アンチロールプレートが温かい。

- 静電気を取り除く。
- アンチロールプレートを冷
やす。

切片が裂ける - 温度がその組織切削に対して低す
ぎる。

- ナイフ/替刃の切れ味が悪い、汚
れ、埃、霜、錆。

- アンチロールプレートの先端部が
損傷している。

- 組織内に硬い部位が含まれている。
- ナイフ背面の汚れ。

- 温度を上げて待つ。

- 原因を取り除く。

- アンチロールプレートを交換
する。

- - - 
- クリーニングする。

試料送りが一定でない、または十分
でない

- 電源スイッチを入れる前にミクロ
トームが完全に乾燥していなかっ
た。その結果試料送り機構内に氷
が形成された。

- ミクロトームの故障。

- ミクロトームを取り外し、再
取り付けの前に十分に乾燥さ
せる。

- ライカマイクロシステムズに
連絡する。

試料チャックを取り外せない - 試料チャック底面に湿気があった
ため、チャックが凍結ステーション
または試料ヘッドに凍りついた。

- 接触ポイントに濃度の高いア
ルコールを塗布する、または
試料ヘッドを温める。

クリオスタットが作動しない - 電源プラグが正しく差し込まれて
いない。

- ヒューズの故障。
- 温度コントロールボタンが作動
した。

- 電源プラグが正しく差し込ま
れているか点検する。

- ヒューズを交換する。
- 設置場所の条件（5.2 章に記
載）を点検し、温度コントロー
ルボタンをリセットする。

8. 　トラブルシューティング
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不具合 原因 対策
凍結が行われない、または十分で
ない

- コンプレッサーの故障。

- 冷却システムからの漏れ。

- 設置場所が適切でない。

- コンデンサーのエア吸入口の汚れ。

- ライカマイクロシステムズに
連絡する。

- ライカマイクロシステムズに
連絡する。

- 設置条件（5.2 章に記載）を
点検する。

- エア吸入口をクリーニングする
（10.3.1 章に記載）。

ミクロトームの引っかき音 - スリットカバーとミクロトームハウ
ジング間の擦れ。

- スリットカバーにクリオスタッ
トオイルを塗布し、ハンドホ
イールを回すか、または布で
オイルを全体に行き渡らせる。

8. トラブルシューティング
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9.1 クリーニング

• 毎日、凍結した切片屑をクリオスタットから冷えたブラシを使って取り除きます。
• 切片屑トレーを取り外し、空にします。
• 保管プレートと筆置きプレートを取り外し、清掃します。
• スライドウィンドウを閉じた状態で少し持ち上げ、前に引いて取り外します（9.3.6 
章「ランプの交換」を参照）。

9. 　クリーニング、感染防止対策、保守

• 廃棄物処理規定に従って、廃液を処理します。
• コック（2）を閉じ、蓋（3）を緩めて廃液タンク（1）
を取り外します。

1

2

3

図 22

クリーニングおよび感染防止対策に有機溶剤やその他の作用の強い物
質を使わないでください。ライカ Cryofect など、本書に指定した洗浄
剤のみを使用してください（アルコールまたはアルコール系の標準的
な除菌剤）

廃液タンクには、霜取り中に出た結露水が溜まります。液位を定期的
に点検し、必要に応じて廃液タンクを空にします。

• 規定反応時間の経過後、クリーニング液をホース等で排出し、廃液タンク（1）
に集めます。
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9.2 ライカ Cryofect による感染防止用スプレー

簡便な感染防止対策用スプレーをするのであれば、ライカ Cryofect を推奨します。
クリオスタットは毎日、使用後に Cryofect で洗浄を行う必要があります。

9. クリーニング、感染防止対策、保守

使用上の注意事項を守ってください。
ガラス製アンチロールプレートは、感染防止対策中、取り付けたまま
にして構いません。

霜が多量に形成される場合は、手動霜取りを開始してください。

1. 凍結チャンバー内温度を -20°C までに設定します。

2. ナイフホルダーからナイフ/替刃を取り外します。

3. 凍結チャンバーからすべての試料、スライドグラス、道具類を取り除きます。

4. 凍結チャンバーから切片屑を取り除きます。

凍結チャンバーが設定した温度に達するまで待ちます。
設定温度に達したら、

5a. 汚れた部分に均一に除菌剤をスプレーします（表面が均一な層で覆われること）。
または

5b. 除菌剤を布に染み込ませて、汚れた表面に塗布します。

6. 反応時間（15 分以上）が経過するまで待ちます。

7. 布で洗浄剤を拭き取ります。

8. 布は各国の廃棄物処理規定に従って廃棄します。

9. 元の凍結チャンバー内温度に戻るまで待ちます。
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9.3 保守 9.3.1 一般的な保守

ミクロトームは基本的にメンテナンスフリーです。本
装置の機能を長期にわたって正常に維持するために
は、以下を推奨します。

• 少なくとも 1 年に 1 回、ライカ マイクロシステム
ズのサービスエンジニアに点検を依頼してくだ
さい。

• 保証期間の終了時にサービス保守契約を結んでく
ださい。

 詳しい情報はライカ マイクロシステムズにお問い
合わせください。

• 装置は毎日クリーニングしてください。

週に 1 回：

• プラスチックカップリングにオイルを一滴注油しま
す（5、図 26）。

• 試料シリンダー（1）に注油します。
 適切な粗送りボタンを押して、試料シリンダーをフ
ロントエンドストップまで出し、クリオスタットオイ
ルを一滴注油し、粗送りボタンで元の位置に戻し
ます。

時々または必要に応じて：

• ミクロトームベースプレート上のクランピングピー
ス（T ピース）（2）とクランプレバー（3）に注油
します。

• スリットカバー（4）に注油します。
 この場合、ハンドホイールを回して試料ヘッドを最
上位置まで移動し、スリットカバー上にクリオスタッ
トオイルを数滴注油します。その後、試料ヘッドを
下まで移動して 

図 23

図 24
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9. 　クリーニング、感染防止対策、保守

5
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 スリットカバー上にクリオスタットオイルを数滴注油し、ハンドホイールを回して、
または柔らかい布でオイルを全体に行き渡らせます。

• 装置右側のコンデンサのエア吸入口（5）の汚れや埃をフィンに沿ってブラシ、
ほうき、掃除機で除去します。

• ご自身での修理は行わないでください。保証契約が無効になります。
 修理は必ずライカマイクロシステムズのサービスエンジニアに依頼してくだ
さい。

9. クリーニング、感染防止対策、保守

ミクロトームは、全体のクリーニングや感染防止対策を行う場合、ま
たは長時間の停電後に広範囲の乾燥を行う場合に、取り外すことがで
きます。

9.3.2 ミクロトームの取り外し

ミクロトームを取り外す前に、装置のスイッチを切り、電源プラグを
コンセントから抜いてください。
ミクロトームを取り外す前に、ハンドホイールのハンドルを最下位置
まで動かして、試料ヘッドを最下位置にします。
この位置にしないと、ミクロトームを取り外す時に試料ヘッドが急に
落下して、オペレーターの手を傷つける恐れがあります。
凍結チャンバーから冷えたミクロトームを取り出すには、適切な保護
手袋を着用してください。
装置の低温部分に皮膚が長く触れると凍傷になる危険があります。

•  スライドウィンドウを閉じた状態でグリップを握って少し持ち上げ、前に引き出し
ます（図 30） - 9.3.6 章「ランプの交換」を参照してください。

• アクセサリを次の順序で取り外します。筆置きプレート、ナイフホルダー、切片
屑トレー、試料チャック、定置式ヒートエクストラクター、左右の中敷きプレート。
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9. 　クリーニング、感染防止対策、保守

• ネジ（3）を六角レンチ（4 mm）で緩めます。
 ネジ（7）はミクロトームを取り外す前に緩めな
いでください。

• メタルヘッドを引いて粗送りモーター用プラグ（1）
を外します。

• ミクロトームから温度センサー（2）を外します。

1
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5
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8

8

• ミクロトームを少し持ち上げて左に引き、シャフト
を連結するプラスチックカップリング（5）を外し
ます。

• 凍結チャンバーからミクロトームを取り出します。

図 25

図 26
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9. クリーニング、感染防止対策、保守

9.3.3 ミクロトーム カバーの取り外し

9.3.4 ミクロトームの取り付け

• ミクロトームを本来の位置から少し左にずらし、凍結チャンバーに配置します。
試料ヘッドが最下位置にあることを確認してください。

• プラスチックカップリング（5）の表面にクリオスタットオイルを一滴注油します。
• プラスチックカップリング（5）をシャフト（4）に取り付けます。
• 右手でハンドホイールのハンドルを最下位置まで回し、ハンドルをその位置に保
ちます。試料ヘッドは下の位置のままです。

図 27

8

8

8

8

ミクロトームをオーブンに入れて完全に
乾燥させるには、ミクロトームカバーを
取り外します。注意：
ミクロトームを 40 °C ～ 50 °C のオーブ
ンに数時間入れます。
この方法でミクロトームを何度も乾燥さ
せた後は、クロスローラーベアリングに
注油する必要があります。
詳しい情報は、ライカマイクロシステム
ズにお問い合わせください。

凍結チャンバーの乾燥に外部のヒーター
を使用しないでください。
冷却システムの損傷を引き起こすことが
あります。

• カバー両側の 2 本のネジ（8）を外します。

• カバーを上に引いて取り外します。ミクロトームの
フロントプレートと試料ヘッドはそのまま残してお
きます。
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図 28
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9. 　クリーニング、感染防止対策、保守

図 29

取り付け前にミクロトームが完全に乾燥していることを確認してください。
内部に湿気があると、それが凝結・凍結して、ミクロトームのフィードシステムの誤作動や損傷の
原因となります。

• 右手でハンドホイールのハンドルを最下位置まで回し、ハンドルをその位置に保
ちます。試料ヘッドは下の位置のままです。

• 左手でミクロトームを右に押します。必要に応じてハンドホイールを前後に動か
して部品を適切な位置に合わせ、プラスチックカップリング（5）をシャフト（6）
にかみ合わせます。

• ネジ（3）を締め付けます。

• 粗送りモーター用プラグ（1）と温度センサー（2）を接続します。

• 中敷きプレート、ヒートエクストラクター、筆置きプレート、ナイフホルダーを凍
結チャンバーに戻します。

• スライドウィンドウを元に戻します。

低温環境から取り外したすべての部品は、
十分に乾燥させてから凍結チャンバーに
戻してください。
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9. クリーニング、感染防止対策、保守

9.3.5 ヒューズの交換

装置の背面に 5 個のヒューズが装着されたヒューズ
ボックスがあります。

• ドライバーを用いてヒューズキャップを外します。

• ヒューズキャップおよびヒューズを取り外します。

• 新品のヒューズをキャップに装着し、ヒューズキャッ
プを元通り取り付けます。  ヒューズ 保護 タイプ

 F1 ディスプレイ T 0.25 A
 F2 粗送りモーター T 0.6 A
 F3 プロセッサーボード電源 T 1.6 A
 F4 ペルチェユニット T 6.25 A
 F5 ヒーター T 4 A

9.3.6 ランプの交換

図 29

ヒューズを交換する前に、装置のスイッチを切り、電源プラグを抜い
てください。
必ず同タイプのヒューズを使用してください。必要な値については第 
3 章「テクニカルデータ」を参照してください。指定以外のヒューズ
を使用すると、装置が損傷する可能性があります。

ランプを交換する前に、装置のスイッチを切り、電源プラグを抜いて
ください。
ランプが破損している場合、交換時に負傷するおそれがあるためライ
カマイクロシステムズに交換を依頼してください。
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9.　クリーニング、感染防止対策、保守

• オートマチックヒューズで装置をオフにします。

• 電源プラグを抜きます。

• スライドウィンドウ（1）を少し持ち上げ、グリップ（2）
を持って前に引き出します。

• ランプの技術仕様については、第 4 章「テクニカ
ルデータ」をご覧ください。

ランプの取り外し

ランプ（3）はグレア防止シールド（4）の裏側に取り
付けられているので見えません。

• ランプの位置を手で触れて確認します。

• ランプを少し左下に傾けて、クリップ（5）から外
します。

• ランプを両手で持ち、左に引いてホルダー（6）か
ら取り出します。

新しいランプの取り付け

• ランプを図のように正しい取り付け位置に保持し
（図 32）、右に押してホルダーに挿入します。

• ランプ菅を軽く上に押してクリップにはめます。

• スライドウィンドウを元に戻します。

• 装置を電源に接続し、オンにします。

1

2

34 5 6

図 30

図 31

図 32
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10.1 注文リスト

 ナイフホルダーベース ........................................................................................................................ 14 0419 26140

 ナイフホルダー CN .............................................................................................................................. 14 0419 33993

 ナイフサポート ..................................................................................................................................... 14 0419 19426

 ナイフサポート（長いナイフ用） ....................................................................................................... 14 0419 19427

 アンチロールプレート、一式 50mm - 100µm ................................................................................... 14 0419 33981

 ガラスアンチロールプレート - 50mm ................................................................................................ 14 0419 33816

 ナイフホルダー CE、ロープロファイル ............................................................................................ 14 0419 33990

 ナイフホルダー CE、ハイプロファイル............................................................................................. 14 0419 33991

 ナイフホルダー CE .............................................................................................................................. 14 0419 33992

 プレッシャープレート B（ハイプロファイル）、22° .......................................................................... 14 0502 29553

 プレッシャープレート S（ロープロファイル）、22° .......................................................................... 14 0502 29551

 アンチロールプレートアセンブリー、70mm - 100µm スペーサー（標準） .................................. 14 0419 33980

 アンチロールプレート、70mm - 50µm スペーサー ......................................................................... 14 0419 37258

 アンチロールプレート、70mm - 150µm スペーサー ....................................................................... 14 0419 37260

 ガラスアンチロールプレート - 70mm ................................................................................................ 14 0419 33813

 アンチロールガイド、一式 （スイベルアーム + アンチロールガイド、70mm - 100µm） .............. 14 0419 35693

 ナイフホルダー CE-TC ........................................................................................................................ 14 0419 32073

 試料チャック（直径 20mm） ................................................................................................................ 14 0370 08636

 試料チャック（直径 25mm） ................................................................................................................ 14 0416 19275

 試料チャック（直径 30mm） ................................................................................................................ 14 0370 08587

 試料チャック（直径 40mm） ................................................................................................................ 14 0370 08637

 試料チャック（直径 55mm） ................................................................................................................ 14 0419 26491

 試料ステージ、50x80mm .................................................................................................................... 14 0419 26750

 トランスファーブロック、19x75x25mm ............................................................................................. 14 0416 38207

 試料クランプホルダー、オリエンテーションなし ............................................................................ 14 0458 26771

 急速凍結ステーション用ヒートエクストラクター、一式（定置式）* .......................................... 14 0471 30792

 パーキングステーション* ................................................................................................................... 14 0471 30793

 ヒートエクストラクター、可動式 * .................................................................................................... 14 0443 26836

 サーマルブロック ................................................................................................................................. 14 0398 18542

 TissueTek 試料チャック用 Miles アダプター ................................................................................... 14 0436 26747

10. 注文リスト：オプション品
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 ナイフホルダー CE 用静電気防止キット、ロープロファイル ......................................................... 14 0800 37739

 ナイフホルダー CE 用静電気防止キット、ハイプロファイル ......................................................... 14 0800 37740

 凍結包埋システム（一式） .................................................................................................................. 14 0201 39115

 包埋プレートセット、18 mm ................................................................................................................ 14 0201 39116

 包埋プレートセット、24 mm ................................................................................................................ 14 0201 39117

 包埋プレートセット、30 mm ................................................................................................................ 14 0201 39118

 カッティングボード/ゲタ付き凍結ブロックセット ............................................................................ 14 0201 39119

 包埋プレート、4x18mm ...................................................................................................................... 14 0201 39120

 包埋プレート、4x24mm ....................................................................................................................... 14 0201 39121

 包埋プレート、3x30mm ....................................................................................................................... 14 0201 39122

 試料ステージ、28mm 正方形 ............................................................................................................. 14 0201 39123

 試料ステージ、36mm 正方形 ............................................................................................................. 14 0201 39124

 オーバーディスクヒートエクストラクター ........................................................................................ 14 0201 39125

 試料チャック用カセット ........................................................................................................................ 14 0201 39126

 ディスペンサースライド、8 枚 ............................................................................................................ 14 0201 39127

 包埋プレート、CM1850........................................................................................................................ 14 0201 39128

 包埋プレート保管プラットフォーム .................................................................................................... 14 0201 39129

 Easy Dip 染色容器、白 ........................................................................................................................ 14 0712 40150

 Easy Dip 染色容器、桃 ........................................................................................................................ 14 0712 40151

 Easy Dip 染色容器、緑 ........................................................................................................................ 14 0712 40152

 Easy Dip 染色容器、黄 ........................................................................................................................ 14 0712 40153

 Easy Dip 染色容器、青 ........................................................................................................................ 14 0712 40154

 Easy Dip 染色ラック、灰 ..................................................................................................................... 14 0712 40161

 安全手袋、M サイズ  ........................................................................................................................... 14 0340 29011

 OCT 凍結包埋コンパウンド、125ml ................................................................................................... 14 0201 08926

 クリオスタットオイル、タイプ 407、250ml ........................................................................................ 14 0336 06100

 ライカ Cryofect、4 x 250ml ................................................................................................................ 14 0387 36193

10.  注文リスト：オプション品
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10.2 オプション品

10.2.1 可動式ヒートエクストラクター

ヒートエクストラクターを使用することで凍結ステーション上の試料を急速凍結する
ことができます。

• 凍結チャンバーにヒートエクストラクターを取り付けます。

• 急速凍結するには、ヒート エクストラクターを試料表面に接触させます。

• 試料が完全に凍結したらエクストラクターを取り外します。液体窒素やその他の
冷媒で、ヒートエクストラクターを予備冷却することをお勧めします。

10. 注文リスト：オプション品

図 33
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図 34

液体窒素やその他の冷媒で、ヒートエクストラクターを予備冷却する
ことをお勧めします。

• 試料チャック用の位置決め穴が見えるように、必要な側にキャップ（9）をはめます。

• 試料チャック（5）のシャフト（6）をサーマルブロックの上面または底面の該
当する位置決め穴（7）に挿入します。

• 約 20 秒後に、凍結した試料を試料チャックからピンセットで取り外すことができ
ます。

• キャップが緩すぎる場合は、ネジ（10）で調整してください。ネジは締めすぎな
いでください。

• 試料を取り外したら、サーマルブロックを低温の凍結チャンバーから取り出し、
室温で保管します。

10.2.2 サーマルブロック

サーマルブロック（8）を使用すると、凍結試料を試料チャックから楽に取り外すこ
とができます。

サーマルブロックは、凍結チャンバーから取り出して室温で保管して
ください。試料を取り外す場合にのみ、凍結チャンバー内に入れてく
ださい。
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11 . 保証とサービス

保証

Leica Biosystems Nussloch GmbH は、契約に基づき納入した製品について、ライ
カ マイクロシステムズ社内検査基準に基づく総合的な品質管理を実施し、納入した
製品に欠陥がなく、契約に定めるすべての技術仕様を満たし、および/または取り決
めた特性を達成していることを保証します。

製品の保証条件につきましては締結された個々の契約の内容に依存し、 本契約製
品を購入されたライカ マイクロシステムズ販売店またはその他の組織にのみ適用
されます。

テクニカルサービス情報

テクニカルサービスまたは部品交換の必要が生じたときは、当該製品の販売を担当
したライカ マイクロシステムズへご連絡ください。

その際、以下の情報をお知らせください。

• 装置の型式名とシリアル番号

• 装置の設置場所と担当者名

• サービス要請の理由

• 納入日

使用中止と廃棄

本装置または装置の部品は、それぞれの国 /地域で適用される法規に従って廃棄処
分してください。
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12. 汚染除去証明書（見本）

説明

 名称 /型式 製造番号

 KAT No. 数量

A この装置が非固定の生体試料と触れたことはありません。はい

B この装置の内部または外部が、以下に示す危険物質に触れたことがあります。1
はい   いいえ ここに詳しくお書きください。  

血液、体液、病理学試料

その他の生物学的な有害物質

化学薬品 /健康に有害な物質

放射性物質

2 この装置は清掃して汚染除去を行いました。

はい   いいえ ここに詳しくお書きください。  「はい」の場合、実施した汚染除去の方法をお書きください。

「いいえ」の場合*、その理由をお書きください。

*   汚染除去を行っていない装置を、ライカ バイオシステムズの書面による同意なしで返送することは許
可されません。

ライカ マイクロシステムズやオンサイトサービスへご送付いただくすべての修理品につきましては、事前に適切な方法で清掃およ
び汚染の除去を行ってください。ライカは、クロイツフェルトヤコブ病のプリオンおよびその変異型に関する汚染除去が不可能で
あることを認識し、この場合には以下の現行のユーザー安全性ガイドラインが適用されます。クロイツフェルトヤコブ病の試料に
さらされた装置を修理のためにライカ バイオシステムズに返送することはできません。プリオン汚染された装置のオンサイト修
理は、フィールドサービスエンジニアがその危険性について教育を受けており、関係当局の指針および手順に精通し、個人防護
具を着用した場合に限り、実施されます。送付の際にはこの汚染除去証明書に必要事項を記入し、証明書を梱包に添付するか、
サービスエンジニアに直接手渡してください。
弊社またはサービスエンジニアが満足のいく証明書を得られなかった場合、梱包を開梱せず、修理作業にも着手いたしません。
もし送付された修理品が弊社により危険と判断された場合は、お客様にそのまま品物を直ちに返却いたします。このときの送料
はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。ご注意：ミクロトームのナイフはボックスに入れてください。

上記以外の危険物質

A の項目が該当する場合は、チェックマークを入れてください。該当しない場
合は、B のすべての項目にお答えください。必要な場合や該当する場合はさら
に詳しい情報を記入してください。
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12. 汚染除去証明書（見本）

重要 - 受取拒否を回避するために
汚染除去証明書のコピーを梱包に添付するか、またはサービスエンジニアに手渡してください。弊社に送付され
た修理品に適切な汚染除去証明書が添付されていない場合には、ただちに返却されます。この場合、その一切
の責任はお客様が負うものとします。

ご不明な点はお近くのライカ代理店へお問い合わせください。

弊社記入用： 該当する場合は、該当ジョブ番号と RAN/RGA 番号を記入： 

ジョブシート番号：  ____________________

SU 返却品承認（RGA）： ____________________ 

BU 返却承認番号（RAN）：  ____________________

署名 /日付

氏名 

役職  

e-mail

組織・団体 

所属

住所 

電話 ファックス

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany
電話： ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

3
はい   いいえ 装置は安全な取り扱い / 輸送のための準備がなされています。

可能ならば、オリジナルの輸送ケース / ボックスを使用してください。
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