Accumax Pipette『Smart』取扱説明書

PIPETTE OPERATION ピペットの操作）
Settig the Volume（Volume の設定）
Smart ピペットを使用する時、液体の分注量はデジタルカウンターを使って設定してください。

Parts Description

デジタルカウンターの最大ホイールのスケールを用いた場合、ポインターは微調整用に使用しま
す。可変ピペットの中には、カウンターホイールが黒とグレーがあります。グレーホイールは小数

吸引・分注ノブ

点以下を示します。

容量可変ダイヤル
チップイジェクター
カウンターロック

Counter lock を引き上げることで Counter のロックを

–

カウンターホイール

解除した後、ピペットの上方の Volume Changing Knob を
用いて分注量を設定できます。
分注量を減らす場合は時計回りに回して、増加する場合は

快適なメインハンドルグリップ

反時計回りに回してください。必要な分注量がポインターと
一直線にセットできていることを確認してください。

チップイジェクタークローザー

ピペット操作中にセットした分注量が事故で変わらないこと
を確保するためにロックを引き下げてください。

！

チップイジェクター

1)Counter lock mechanism は吸引、分注時に Volume Changing Knob の位置が動かないよ
うに確保することです。Counter lock mechanism がロックされた位置にある時、Volume
Changing Knob を 回 そ う と 強 制 的 な 力 を か け る と ロ ッ ク 解 除 位 置 に な っ た り 、 Lock
mechanism にダメージを与えたりすることがあります。
2)規定された Volume 範囲を超えて Volume をセットすることは望ましくありません。規定範囲
の外へ Volume changing knob を回そうと過度の力を使うことは Counter lock mechanism

チップコーン

Loading and Ejection Tips（チップの装着と取り外し）
Smart ピペットはコンタミからくる安全上の問題を減少するため Tip ejector 式になって

を故障させ、最終的にピペットにダメージを与えるかもしれません。

PIPETTING TECHNIQUES（ピペッティング操作方法）
Forward Pipetting

います。
チップを装着する前に Tip cone が清潔であることを確認することが必要です。気密性の高い

1.

押し込んでください。

シールを確保するためにピペットの Cone にチップを強く押し付けてください。シールリング
がチップと Tip cone の間に見えている時シールは堅くセットされています。

Operating knob を First Stop=一回止まる所まで

2.

容器内の液面下約 1cm までチップを約 1cm 浸し、

Tip を適切に取り外しするために親指で Tip ejector を強く押し下げてください。この作業を

ゆっくりと Operating knob を離してください。

行なってチップがゴミ箱に捨てられるまでを見とどけてください。

過剰分の液体を除くために容器のふちにチップを
当てながら液からチップを引き抜いてください。

PIPETTING GUIDELINES（ピペット使用のガイドライン）

3.

静かに Operating knob を First Stop=一回止まる所

・ピペットを手にとってノブがゆっくりスムーズに動いているか確認してください。

まで押して液体を分注してください。約 1 秒したら、Operating knob を Second stop=最

・チップが Tip cone に堅く装着されているかを確認してください。Tip cone の周りに異物

後まで押し込み切ってください。この操作によりチップは空になります。

があれば取り除いてください。

4.

Operating button を始めの位置まで離してください。チップを交換し、ピペットの使用を続
けてください。

・チップやピペットや液体の温度が等しいことを確認してください。
・ピペットをつかんでいる時、Main handle を人差し指の上に置いてください。
・吸引している時、垂直でピペットをつかみ、液面より下の一定の深さでチップを維持してく
ださい。
・液体を吸引する前にチップを 5 回洗い出しすることでチップをすすいでください。水と異

Reverse Pipetting
Reverse technique は高い粘度を持つまたは泡立ちやすい液体を分注するのに適しています。こ
のテクニックは微量の分注をする際にもお薦めです。

なる粘度と密度を持つ液体を分注する時にこれは特に重要です。
・揮発性溶媒に対しては、試料を吸引する前にその溶媒の吸引と分注を繰り返すことでピペッ

1.

切ってください。

トのエアクッションを飽和させてください。
・周りの温度と異なる温度の液体をピペットで使用する場合、使用する前に数回チップをすす

2.

容器内の液面下約 1cm までチップを浸し、ゆっくりと
Operating knob を離してください。この操作により

いでください。

チップを満たします。過剰分の液体を除くために容器の

・ガスを放出する酸または腐食性の液体をピペットで使用した時は使用後すぐに、Tip cone

ふちにチップを当てながら液からチップを引き抜いてください。

を外し、ピストン、O-リング、シールを蒸留水ですすいでください。
・70℃以上または 4℃以下の温度の液体はピペットしないでください。

Operating knob を Second stop=最後まで押し込み

3.

First Stop=一回止まる所まで静かに Operating knob を押し、
Preset volume を分注してください。First Stop=一回止まる所より以上は Operating knob

液体が Tip cone に入りこまないようにするには

を押さないでください。

・チップに液体がある時、チップ側を必ず下にしてください。

一部の液体はチップの中に残りますが、その液体は分注してはいけません。

・ゆっくり、円滑に Push ノブを押したり、離したりしてください。
・ピペットを回転しないでください。

4.

残った液体はチップと一緒に捨てるか、試薬の容器にもどしてください。

Calibration Adjustment(キャリブレーション調節)

MAINTENANCE①(メンテナンス…分解)

1. キャリブレーション調節はエレンキーで行なってください。

Smart ペットを使用しない時は立てた状態で保管してください。Accumax はオプションの

2.

Calibration guard を外し、エレンキーを Handle 側の Calibration screw の穴に入れて

Smart スタンドをお薦めします。

ください。

使用前に必ずピペット表面に付いたゴミや汚れがないかチェックしてください。Tip cone には特

3. 時計回りで増え、反時計回りで減ります。

に注意してください。イソプロパノール以外の溶媒ではピペットを洗浄しないでください。ピペッ

4. 調節後、上記の表を見てキャリブレーションを確認してください。

トを日常的に使用するなら、三ヶ月毎に検査すべきです。

5. 許容する範囲内に入ったら動かないようにキャリブレーションガードで穴を閉めてください。

修理手順はピペットの分解から始めてください。部品をよく理解するために予備パーツのリストを
参照してください。ここでは 100-1000μl ピペットの分解と組み立ての手順の例を示します。
基本的な手順は他の機種でも同じです。

1. 分解するには、Tip ejector closer を上へ押し上げる
もっと詳しく知りたい方は www.accumaximum.com/calibration を見てください。

2. 押し上げたまま Tip ejector closer を指示された方向にカチッという音がするまで回す
3. Tip ejector をゆっくり外す
・Tip cone をねじって開けることによりピストンとその他のパーツを引き出す。ピストンを用い
て、Seal と O-リングを含んだピストンアッセンブリーを押し出す。再組立の為外した部品を並

使用頻度にもよりますが 6 ヶ月毎のキャリブレーションをお薦めします。
（個々の条件により異なります）

べておく。
・ピストン、ピストンのバネ、Seal、O-リングをイソプロパノールとリントフリーティッシュで
洗浄し、それらを乾燥させる。
・Tip cone を点検し汚れを取り除く。
・洗浄したパーツを付属の潤滑油でグリスアップする。

MAINTENANCE②(メンテナンス…組立)

AUTOCLAVING（高圧蒸気殺菌法）

1.

Tip ejector closer 上のスロットを用いて Tip ejector のノッチ

Accumax Smart ピペットは DIN 規格に従い 2 bar 圧、121℃温度で 20 分間で完全に高圧蒸

を一直線に位置出しする。

気殺菌することができます。
・デジタルカウンターをロック解除にしてください
・分解しないでそのままオートクレーブできます。
・オートクレーブ後、ピペットは完全に冷まし、乾燥してください。
ピペットを頻繁にオートクレーブをかける場合は、ピストンとスプリングがスムーズに動作するよ
う付属のグリースを塗ってください。

2.

Main handle 上のノッチが Tip ejector closer 上のスロットと
合っていることを確認する。Tip ejector closer を上に押す。

TROUBLE SHOOTING GUIDE（トラブルシューティングガイド）

問題箇所

原因

解決方法

ピペットが漏れている

O-リングかシールの劣化

劣化部の交換

チップと Tip cone の間に異物

Tip cone を掃除、新しいチップ
をつけてください

3.

位置出しした状態で両方の部分を挿入する。

ピストンとシールの間に異物

シールとピストンを掃除してく
ださい

ピペットがエアーを吸う

ピペットが不正確である
4.

O-リングかシールの劣化

劣化部の交換

Tip cone がゆるい

Tip cone を堅く締めてください

ピストン不良

ピペット返却

Tip cone 劣化

Tip cone を取り替えてください

組立不良

“Maintenance”の項目を見て

一旦完全に閉じた時点で、矢印の方向へ Tip ejector closer を
ねじって締める。

ください
Tip cone がゆるい

Tip cone を堅く締めてください

チップが正しくついていない

堅くつけてください

キャリブレーション不良

指示に従って再びキャリブレー
ションしてください

不正確な分注（特殊液体） その液体に対するキャリブレー
正しい再組立のためには、Tip ejector closer 上のスロットが Main handle の内側の上のノッチ
と合うことが極めて重要です。上記の手順に従ってください。

ション不良

再キャリブレーション

