ユーザー ガイド
Sentino™ フィルタ ディスペンサー
製品番号：13182, 13183
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はじめに
アプリケーションと使用用途
メンブレンフィルタ (MF) 技術とは、液体サンプルの微生物汚染を分析する方法です。液体サンプルがメンブ
レンフィルタでろ過された後、メンブレンフィルタを増殖培地で培養します。所定の培養期間後、コロニー
計数され、形態について検討されます。
ポール･ライフサイエンス社の Sentino フィルタ ディスペンサーは、ボタンを押すとメンブレンディスクが無
菌的に取り出せるように設計されています。メンブレンは MF 技術で使用される微生物検査デバイスにピン
セットを使って簡単にセットすることができます。メンブレンを取り出す際、包装シールは巻き取り部にき
ちんと巻きつけられます。ディスペンサーの設置面積は検査台上の場所をとらないよう小さく設計されてお
り、メンブレンパックは小さいので廃棄物は少なくなります。
Sentino ィルタ ディスペンサーは、検査室のみの使用であり、記載場所以外の使用は厳禁です。

製品情報
Sentino ィルタ ディスペンサー
製品番号
13182

13183

名称
北米向け装置
(1) 変圧器
(1) NEMA 5-15P プラグ付き電源コード
(1) ユーザー ガイド CD
北米以外向け装置
(1) 変圧器
(1) CEE 7/7 プラグ付き欧州電源コード
(1) BS1363 プラグ付き英国電源コード
(1) ユーザー ガイド CD

アクセサリ- ディスペンサーパック
製品番号
名称
68123
68121
68124
68125

0.2 µm スーポア メンブレン
0.45 µm GN-6メトリセル® メンブレン
0.45 µm メトリセル 黒色メンブレン
0.8 µm メトリセル黒色メンブレン
®

包装単位
1ユニット/箱

1ユニット/箱

包装単位
1000枚/箱
1000枚/箱
1000枚/箱
1000枚/箱

www.pall.com/lab
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製品用語
キーパッド
1. 主電源インジケータ
2. メンブレン取出しボタン
3. バッテリ ステータス インジケータ
4. バッテリ充電インジケータ
本体
5. 固定クリップ付き上部巻き取り部
(図示のように巻き取り部を水平に外します)
a. 保持用溝
b. 固定クリップ ピン
c. 固定クリップ ノブ

1

3
4

2

6. ポジションセンサ
7. ガイド 板
5a

8. アップライトサポート
9. 固定クリップ付き下部巻き取り部

5b

5

10. 補充パックホルダ
11. 電源ソケット
12. 製品識別ラベル

8

電源
13. 変圧器プラグ

6
7

14. 変圧器インターフェース

9

15. 電源コード

10

11

12
13

4

14

5c
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参照記号
マニュアルの指示事項を参照してください。
ポール・コーポレーション社製 のSentino ィルタ ディスペンサーは、ヨーロッパ指令 2004/108/EC
および電磁適合性に関する関連する修正事項、ヨーロッパ指令 2006/42/EC および機械に関する関
連する修正事項の要件に準拠しています。(EC 適合宣言セクションを参照。)

再使用、リサイクル、回収、廃棄に関する指示事項。

安全注意事項
使用者の安全を確保し、本機器を正しく使用するため、使用前にこのガイドを熟読してください。
次の用語が使用されます:
危険

注意

注記

生命に関わる危険や重傷を伴うおそれのある状況を示します。

重傷や関連機器の破損を伴うおそれのある状況を示します。

性能あるいは機器の不具合を伴い性能低下をまねくおそれのある状況を改善する情報を示します。

一般的な注意
検査室の水回り周辺で電気機器を使用する時、常に適切な措置をとってください。
製品本体を開けたり、分解すると感電するおそれがあります。製品の分解は認定担当者にお任せくだ
さい。
水に浸けないでください。
製造業者認定の部品のみを使用してください。
検査室使用に限定。
本製品のキーパッドボタンは指先のタッチのみを意図しています。
洗浄/消毒には推奨溶液のみを使用してください。
保証修理では製品を発送時の梱包に入れて返送してください。ユーザーガイドに従って使用する場合
のみ、保証は有効となります。

www.pall.com/lab
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キーパッドおよび記号
主電源インジケータ
ポンプのプラグを変圧器と VAC 電源にに差し込むと緑色 LEDライト が点灯します。バッテリ電源で
作動の時、この LED ライト は点灯しません。
取出しボタン
取出しボタンを押すと、ディスクメンブレンが1枚取り出せます。
バッテリ ステータス インジケータ
プラグを変圧器と VAC 電源に差し込むと青色 LEDが 点灯し、バッテリが充電中であることを示し
ます。バッテリの充電が完了すると青色 LED は消灯します。
バッテリ充電インジケータ
取出しボタンを押すと、3 個の青色 LEDライトが点灯してバッテリ充電レベルを示します。3 個のラ
イトの点灯は完全充電を示します。プラグを変圧器と VAC 電源に差し込むとライトは点灯しません。

操作
点検と保証修理のために発送時の梱包を保存してください。
デバイス設定
電源と充電の接続
1. Sentino ィルタ ディスペンサーを検査台上に置きます。
2. 変圧器の電源プラグを電源ソケットに差し込みます。電源コードを変圧器の入力インターフェースに接続
してから、電源コードを100-240 VAC コンセントに差し込みます。
3. 主電源インジケータが点灯し、バッテリ充電インジケータがバッテリ充電中を示す青色に点灯しているこ
とを確認します。
4. ディスペンサーはバッテリ充電中なので、変圧器により使用可能です。
5. 初めて使用の時またはディスペンサーを長期間未使用の場合はバッテリをフル充電してください
(通常は 2～4 時間)。バッテリ寿命を維持するため、少なくとも 6 ヶ月毎にフル充電してください。
フィルタパック設置
Sentino ィルタ ディスペンサーは、ポールのメンブレンパックに対応するよう設計されています。
装填
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1. メンブレンパックのたれ蓋を外します。ディスペンサーに装填する時、
パックの端が見えるよう U 字形の切れ込み部を取り除きます。

2. 左側に製品ラベル、右側に U 字形切れ込みが来るようにボックスをディ
スペンサー上の奥まったホルダにスライドさせます。折りたたみシート
がディスペンサーに入ると透明なフィルムが上側となり、長方形切れ込
み部が縦型サポート左側に接近する位置に来ます。
3. 装填に必要な折りたたみシートの長さを最小化するため、上部巻き取り
部を固定グループ 2 時の位置、下部巻き取り部を固定グルーブ 4 時の位
置に固定クリップのノブで調整します。

4. 固定クリップを上部巻き取り部と下部巻き取り部から取り外します。
5. 図示のように、扇状に折り曲げたメディアをメンブレン ガイド板の間
に挿入し、ガイド 板の間で 1.5 枚分引きます。

6. フィルム 層をペーパー層から離し、2 時の位置の固定グルーブ上で透
明フィルムを時計回り方向で巻きます。
各パックには、ディスペンサーを装填するために 2 枚余分なディス
クがあります。装填中に露出した 2 枚のディスクは廃棄します。
7. 上部固定クリップを交換し、固定クリップの 1 ピンと巻き取り部上の保
持グルーブの間でフィルムの端を押さえて固定します。
つまりを防ぐため、固定クリップの片面のみでフィルムをつかみ
ます。
8. ペーパーと下部巻き取り部で繰り返しますが、ペーパー層を時計回り
方向で巻きます。
9. 固定クリップノブによって手動で巻き取り部を回し、折りたたみシート
の緩みを調節します。
フィルタの使用準備ができるまで、メンブレン取出しボタンを押さ
ないでください。
10. メンブレンのディスクを1枚取り出すため、メンブレン取出しボタンを
押します。
アイドリング操作のどの時点においても、固定ノブによって巻き取
り部上で折りたたみシートの張り具合を調節できます。

www.pall.com/lab

7

ラブルシューティング
問題
主電源にプラグ接続しても、緑色電
源インジケータが点灯しない。

主電源にプラグ接続しても、青色バ
ッテリ ステータス インジケータが点
灯しない。

原因
間違った変圧器。
間違った電源。

是正措置
ポンプに付属の変圧器を使用します。
電源が 100～240 VAC であるか確認します。

接続の不具合。
間違った変圧器。

しっかりと接続されていることを確認します。
ポンプに付属の変圧器を使用します。

間違った電源。

電源が 100～240 VAC であるか確認します。

接続の不具合。

しっかりと接続されていることを確認します。

バッテリがフル充電。

バッテリが完全充電する時、バッテリ ステータス
インジケータが消灯します。主電源からプラグを
抜き、メンブレン取出しボタンを押してバッテリ
充電インジケータをチェックします。

バッテリ充電インジケータのライトが
点灯しない。

主電源にプラグ接続。

主電源からプラグを抜き、ディスペンサー ボタンを
押す時に点灯するか確認します。

メンブレンのディスクが取り出せな
い、または巻き取り部がなかなか回
転しない。
同時に 2 枚のディスクの取出し。

バッテリ放電。

バッテリが完全充電されるまで、引き続き変圧器を
AC 主電源にプラグ接続します。

ポジションセンサに障害。 長方形切れ込みが左側にあり、ディスペンサーパッ
クの装填が正しいかを確認します (システムの使用準
備セクションを参照)。ミシン目で折りたたみシート
を切り離し、指示事項に従って再装填します。
圧縮空気でポジションセンサからごみを除去します。

巻き取り部が回転しない。

いずれかの巻き取り部に
障害があります。

巻き取り部上でフィルムが正しく作
動しない。

初期装填の位置が不正確。 ディスペンサーパックの装填が正しいかを確認します
(システムの使用準備セクションを参照)。ミシン目で
折りたたみシートを切り離し、指示事項に従って再装
填します。

巻き取り部に異物が無いことを確認します。
ディスペンサーパックの装填が正しいかを確認しま
す (システムの使用準備セクションを参照)。ミシン目
で折りたたみシートを切り離し、指示事項に従って再
装填します。
固定クリップ ノブで巻き取り部をゆっくりと回転さ
せ、巻き取り部が両方向に調節できるか確認します。
調節できない場合、ポール テクニカル サポートにご
連絡ください (点検 セクションを参照)。

上記の修正措置によっても問題が改善しない場合、ポール・テクニカル・サービスにご連絡ください (サービス セクションを参照)。

メンテナンス
水に浸けないでください。
ディスペンサーは、ポール メンブレンパックのみに適応するよう設計されています。
システム準備と操作に関するビデオは www.pall.com/sentino でご覧になれます。
本体とプレートの洗浄
• 次の一般的な検査室用消毒用液を適度に浸したタオルで表面を拭きます：
- 70% イソプロピル アルコール (IPA)
- 10% 漂白剤
ポジションセンサの洗浄
• 圧縮空気でポジションセンサからごみを除去します。
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点検
点検と保証修理のために発送時の梱包を保存してください。
ポールは、製造業者以外による本デバイスへの点検実施を推奨しません。
テクニカル サポート、保証、点検に関するご質問は、Pall Life Sciences 社までお寄せください
(米国およびカナダ：800.521.1520 、米国およびカナダ以外の国々：(+)800.PALL.LIFE、または
LabSupport@pall.com)。

仕様
構成部品の材質
ハウジング材質:ポリカーボネート ABS-混合高分子
キーパッドおよびラベル：ポリエステル
底部プレート：陽極酸化アルミ
アップライト：陽極酸化アルミ
巻き取り部：陽極酸化アルミ
ガイド板：陽極酸化アルミ
固定クリップ：ステンレス スチール、ノブは陽極酸化アルミ
ボックス固定板：ステンレス スチール
フット パッド：ゴム
寸法
全長：22.0 cm (8.7 in.)
幅：12.0 cm (4.7 in.)
高：20.0 cm (7.9 in.)
重量：0.9 kg (2.0 lbs.)
温度範囲
操作：15～30 °
C (59̃～86 °
F)
保管：-15～45 °
C (5～113 °
F)
バッテリ
電圧：12.0 V
タイプ：NiMH (ニッケル水素)
DC 電源
電圧：24.0 V
AC/DC 変圧器
24 VDC 1.6 Amp 100～240 VAC, 47～63 Hz
入力インターフェース：IEC 320 3 ピン ソケット
出力インターフェース (電源入力プラグ)：2.5 mm バレル ジャック
電源コード
13182：IEC 320 コネクタおよび NEMA 5～15P 接地プラグ
13183：IEC 320 コネクタおよび欧州 CEE 7/7 プラグ、IEC 320 コネクタおよび英国 BS1363 プラグ

廃棄指示事項
再使用、リサイクル、回収、廃棄。 本装置で使用される物質は RoHSに 準拠しています。製品にこの
ラベルが貼られている場合に製品は電気および電子材料を含有するので、未選別の廃棄物として廃棄
せず、個別に処理する必要があります。これらの含有物質を正しく廃棄しない場合、環境と人体健康
に有害な影響を及ぼす可能性があります。欧州連合内では、新しいバージョンとの取り換えの場合ま
た耐用年数を過ぎた場合、ユーザーには該当製品のリサイクルが要求されます。しかし加盟国によっ
て法令および施設は異なるので、www.pall.com/weee にアクセスして使用済み機器を適切に廃棄す
る準備をしてください。
www.pall.com/lab
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EC 適合宣言

製品名称:
製品番号：

Sentino™ フィルタ ディスペンサー
13182 および 13183

ポ ー ル ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 社 製 の Sentinoィ ル タ デ ィ ス ペ ン サ ー は 、 ヨ ー ロ ッ パ 指 令
2004/108/EC および電磁適合性に関する関連する修正事項、ヨーロッパ指令 2006/42/EC
および低電圧に関する関連する修正事項、有害物質の使用制限 (RoHS) 指令 2011/65/EU
の要件に準拠しています。
本宣言は、次の規格の制限に対する製品の準拠試験に基づいています：
EN 61326-1：2006 計測・制御及び試験室使用の電気装置 – EMC 要求事項– 第 1 部：
一般要求事項
EN 60204-1：2006 機械の安全性− 機械の電気機器−第1部：一般要求事項
および整合規格に対する製品の準拠の評価:
EN 12100-1：2003 機械の安全性−基本概念，設計の一般原則−第1部：基本用語，
方法論
EN 12100-2：2003 機械の安全性−基本概念，設計の一般原則−第2部：技術原則
と仕様
EN 14121-1:2007 機械の安全性−リスク アセスメントの原則、に基づいてリスク評価が
実施され、記録化されました。
署名:

________________________________日付:

Carole Durant
品質保証部部長
Pall Europe Limited を代表

10

2012 年 7 月 16 日

ウェブサイト： www.pall.com/lab
Eメール： LabSupport@pall.com
Pall Life Sciences
600 South Wagner Road
Ann Arbor, MI 48103-9019 USA
1.800.521.1520 米国およびカナダ
(+)800.PALL.LIFE 米国およびカナダ以外の国々
電話 1.734.665.0651
ファックス 1.734.913.6114

世界各国のオフィス
ポール・コーポレーションは世界各国にオフィスと工場を有します。：アルゼンチン、オーストラリア、
オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、アイ
ルランド、イタリア、日本、韓国、マレイシア、ニュージーランド、ノルウェイ、フィリピン、ポーラ
ンド、ロシア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、イギリス、
ベトナム また、世界の主要産業地域に代理店があります。詳しくはお近くのオフィスまでお問い合わせ
下さい。www.pall.com/contact.
ここに記載される内容は発行時正確性を確認しています。製品データは事前の連絡なしに変更すること
があります。ご質問等は日本ポールまでご連絡ください。
© 2012, Pall Corporation. Pall,
,マクロファンネル、センティーノはポール・コーポレーションの商
標です。
® は米国の登録商標であることを示しています。Filtration.Separation.Solution. はポール・コーポレー
ションのサービスマークです。
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