自動サンプル調整システム

CellMek SPS
細胞洗浄、赤血球溶解、抗体染色までの
ワークフローを完全自動化

全自動システムにより省力化し、
検査室運営を効率化

自動サンプル調整システム CellMek SPS：
サンプル調製およびデータ管理ワークフロー
の最適化のカギを握る、完全自動化システム
自動サンプル調整システム CellMek SPSは、
検体をセットしてからフローサイトメトリー（FCM）
検 査にそ のまま使えるサンプ ル の 調 製までの
ワークフローを自動で行うシステムです。ユーザ
による操作を必要とせず、細胞洗浄、赤血球溶解、
ドライ抗体試薬または液体抗体試薬による抗体染
色まで、完全自動で行います。

一般的名称：検体前処理装置
医療機器製造販売届出番号：13B3X00190000072
販売名：自動サンプル調整システム CellMek SPS
一般医療機器、特定保守管理医療機器

幅広いアプリケーションに対応
パネルデザイン用ソフトウエア Panel Designerを使用して、
プロトコルの設計、溶血剤添加、洗浄ステップ、分注量などの
様々なオプションの設定を行います。メソッドの設計が完了すると、

柔軟な
メソッド設定

手動またはLISテストオーダーで、検体IDと調製プロトコルを紐
づけることができます。

独立したワークステーションで動作
するパネルデザイン用ソフトウエア

システム内に設置された冷蔵機能とキャップピアシング技術で、
抗体試薬の
日々のマニュアルでの抗体調整業務を削減
冷蔵庫を搭載
本システムは、冷蔵機能付きの53ポジション液体抗体用カルーセルを
搭載し、試薬をシステム内に保管できます。システムに別の試薬を投入
する際に必要なのは、バイアルのキャップをピアシング用のキャップに取り
換えるだけです。また、運転開始前後にバイアルのキャップを開け閉め
する必要はありません。
液体抗体試薬は冷蔵保存される
ので、業務終了後も、ピアシング
用のキャップを付けたままシス
テム内に保管できます。

Empower life-changing decisions

ドライ抗体試薬 DURACartridges
自動化システム用の画期的な新形態
本システムでは、液体抗体試薬だけでなくカートリッジ式ドライ抗
体試薬DURACartridgeを最大12カートリッジ（12テスト/カート

革新的な試薬
リッジ × 12カートリッジ＝ 最大144テスト）同時に処理できます。 コンセプト
このパネルは、同一プロトコルで液体試薬と組み合わせることもで
きます。試薬を自動追跡して完全な監査トレイルが記録されるよう、
全ての試薬はバーコード管理されます。

DURACartridgeでドライ抗体試薬
カスタムパネルに対応

システム内
細胞洗浄

スピン洗浄チャンバーでシステム内での細胞洗浄を実現
洗浄工程（プレウォッシュ、ポストウォッシュのどちらも）は、自由にプログラ
ム可能で、システム内に設置された2つのスピン洗浄チャンバーで行います。
これにより、中断のない真の自動化オペレーションを実現します。

２つのシステム内スピン洗浄チャンバーによって、中断のない柔軟なワークフローを実現

検体の連続導入／回収による柔軟性と効率性の実現
検体チューブ5本×
6カセット、最大計
30本の検体チュー
ブを同 時 処 理でき
ます。

検体はチューブ専用のカセットでシステムにセットします。
最大で6つのカセット（それぞれに検体チューブ5本）を導入
できます。カセットは連続で導入することが可能で、ロッキ
ングとキャップの穴あけはシステムが自動で行うため、検体
チューブのキャップを手で開ける必要はありません。CellMek

SPSにはスケジューリング機能も備わっているため、アプリ
ケーションごとに検体をバッチ分けする必要はありません。
サンプル調製が終了したら、チューブカルーセルをフローサ
イトメーターに移動して解析します。混合とインキュベーショ
ンは反応プレートで行われるため、CellMek SPSが次のカ

検体の連続
導入／回収

ルーセルのサンプル調製を継続していても、いつでも回収
用カルーセルを取り外し、先に調製の済んだサンプルセット
の解析を始めることができます。
次 の 検 体をサンプ
ル 調 製 中 でも、 回
収 用カル ーセルを
任 意 の タイミング
で 回 収して 解 析 を
始められます。

C81704

製品番号

自動サンプル調整システム CellMek SPS

販売名

13B3X00190000072

医療機器製造販売届出番号
区分

一般医療機器、特定保守管理医療機器

ピペッティングのレンジ、精度、再現性
種別

検体分注

抗体/染色剤分注

溶血剤/前処理剤分注

対応レンジ

25 〜 400 µL

3 〜 100 µL

100 〜 2,000 µL

レンジ

精度

再現性

25 µL  × < 100 µL

± 7%

 7% CV

100 µL  ×  400 µL

± 5%

 5% CV

3 µL  × < 10 µL

± 20%

 10% CV

10 µL  × < 50 µL

0%/-20%

 5% CV

50 µL  × < 100 µL

0%/-15%

 5% CV

100 µL  × < 450 µL

± 5%

 5% CV

450 µL  × < 2,000 µL

± 5%

 3% CV

サンプル調整
インキュベーション時間
キャリーオーバー

0 〜 60 min
0.1 ％ WBC未満

機能
バーコードリーダー
冷蔵保存可能抗体試薬数

対応（規格：Code 128, Code 39, Interleaved 2-of-5, Codabar）
最大53本
（IOTestタイプの抗体バイアルを53本、または、IOTestタイプのバイアルを43本およびCytoSTATタイプの抗体バイアルを10本）

2機

スピン洗浄チャンバー数
ドライ抗体試薬数
同時セット可能検体数

最大144テスト（最大12カートリッジ × 12テスト/カートリッジ）
最大30本（最大6カセット × 5本/カセット）

検体カセットの連続投入
処理済みテストチューブの回収

可能
終了したものから回収可能

ソフトウエア
名称
動作環境

CellMek Panel Designer Software（別のPCにて起動）
Microsoft Windows 10 version 1709 以上

本体・カート
本体：112 cm × 81 cm × 111.76 cm
寸法（W X D X H）

（前面パネルおよび側面引き出しOpen時：160 cm × 81 cm × 152.4 cm）
カート：80 cm × 47 cm × 53.2 cm

重量

本体：187 kg

※試薬、洗浄液など未設置時

カート：14 kg

電源
抗体保管温度
騒音レベル
設置条件
設置台 最小サイズ（W X D X H)

100 〜 240 V, 10 A, 50/60 Hz
2 ℃× 8 ℃
 65 dBa

15.5℃ 〜 26.7℃ , 30 〜 70%（ただし結露しないこと）
112 cm × 76.2 cm × 58.42 cm以上
Beckman Coulterおよび Beckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。
Microsoftおよび Windowsは、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

注意
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正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
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