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LMD6500/7000 Ver.7.5
操作マニュアル

前書き：

・ この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本冊子は、お買い上げいただい

た LMD6500/7000 の装置およびソフトウェアの操作方法について説明しています。機器の構成やソ

フトウェアのバージョンなど実際の仕様と異なる場合がありますので、弊社担当にご確認下さい。

・ 本冊子は装置の取り扱いにのみついて説明しています。サンプル調製については別冊の“サンプリ

ングマニュアル”をご参照下さい。

・ フォイル付きスライドなどの消耗品については、“消耗品リスト”(本冊子 42 ページ)を

ご参照下さい。

・ 機器の仕様および本冊子の内容は予告なく変更される場合があります。

注 意：

・ カメラ、レーザーおよび顕微鏡は精密機器です。装置は清浄な環境に設置し、取り扱いは慎重に行っ

てください。特に、水濡れ、ホコリ、振動などにご注意下さい。これらが守られない場合、データに

影響するばかりでなく、機器の故障や思わぬ事故の原因となります。

・ 長時間にわたって装置を使用する場合、室温・湿度・振動などの環境の変化や、電源供給の安定性な

どにご注意ください。

・ 特に室温 20℃以下ではレーザーの発振が不安定になります。装置起動時の室温にご注意下さい。

・ 本装置のレーザーは、レーザー発振源においてクラス 3B、装置全体としてクラス 1 に分類されます

クラス１ レーザー
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１．基本操作

１－１．作業フロー

レーザーの調節と試し切り

（メニューバーから”Laser”

を選択します。）

・ キャリブレーション

・ レーザーコントロール

電源を入れる

標本と PCR チューブ

を本体にセットする

顕微鏡を操作する

ドロー＆カット

ドロー＆スキャン

チューブキャップ内に回収されたサンプルを

確認する

チューブを取り外す

終了

注：スライドトレー、PCR チューブ

トレーの取り外しは必ず“Unload”

ボタンをクリックしてから行ってく

ださい。チューブの出し入れは

No Cap ポジションで行います。

注：チューブキャップ内を確認中に対物レンズの倍

率を変更する際は注意が必要です。チューブが空の

状態では x20 以上の倍率で確認出来ません。

ｘ20 以上の倍率での確認が必要な場合はあらかじ

めサンプルを溶液中に回収して下さい。溶液中に浮

いているサンプルは x20 以上で確認可能です。

No Cap

”Laser” メニュー

Slide Unload

PCR チューブを選択する

レーザー条件の

読み出し

PCR tube Unload
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１－２．システムの起動と終了

下記手順に従ってシステムの起動/終了を行って下さい。

１）システムの起動

① レーザー電源ボックス背面のスイッチを入れます。

② レーザーボックス前面の鍵を回します。

鍵を回すと、Power ランプ、Error ランプが点灯し、

ウォームアップが始まります。

ウォームアップが完了すると、Error ランプは消灯します。

③ 顕微鏡コントロールボックス正面のスイッチを入れて下さい。

顕微鏡が初期化されます。
※ パソコンのスイッチは初期化が終わってから入れて下さい。

④ PC のスイッチを入れて下さい。

Administrator ： パスワード [!Admin12345]

LMD-User ： パスワードなし

⑤ デスクトップにある[Leica Laser Microdissection]アイコンを

ダブルクリックしてください。ステージ部分とレーザー部分の

初期化が行われ LMD ソフトウェアが起動します。

※ 蛍光でのマイクロダイセクションを行う場合は、EL6000 の電源も入れて下さい。

光源が安定するまでに 10 分程度かかります。使用する 10 分前に電源を入れて下さい。

また、再点灯する際は、10 分程度待ってからスイッチを入れてください。

２）システムの終了

① LMD7000 ソフトウェアの終了

メニューバーの[File]から[Exit]を選択し、終了して下さい。あるいは画面右上の[×]ボタン

（Close ボタン）をクリックして下さい。

② Windows の終了

画面左下の[Start]メニューから[Shut Down]を選択してください。Windows 終了のダイアログ

が表示されますので[Shut Down]を選択し、[OK]をクリックしてください。Windows が終了し、

パソコンの電源が切れます。

③ 顕微鏡コントロールボックスの電源オフ

顕微鏡コントロールボックス正面のスイッチを切って下さい。

④ レーザーの電源オフ

レーザーのスイッチを（鍵→背面スイッチ）の順で切って下さい。

レーザー電源
① 背面

② 前面
鍵

※写真は LMD7000
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１－３．標本と PCR チューブのセット

スライドガラストレーまたは PCR チューブトレーを取り外す場合は、必ず[Unload]ポジションで行

って下さい。[Unload]ポジション以外での取り外しは故障の原因になります。

１－３－１．標本のセット

１）[Unload]ボタンのクリック

ツールバーの[Slide Unload]アイコンをクリックして下さい。

ステージが動き、スライドガラストレーが取り外しポジションに移動します。

２）標本のセット

標本を専用のスライドガラス用トレーにセットし、ステージ上部にトレーごと置きます。

＜注意＞ スライドガラス用トレーは空いている部分が大きく標本セット時にスライドガラス

を落としてしまうことがあります。セット時はトレーを机に置いて行って下さい。

３）[Continue]ボタンのクリック

画面に表示されている[Continue]ボタンをクリックして下さい。顕微鏡ステージが動き、

作業可能な環境になります。

１－３－２．PCR チューブのセット

１）[Unload]ボタンのクリック

ツールバーの[PCR tube Unload]ボタンをクリックして下さい。

ステージが動き、PCR チューブトレーが取り外しポジションに移動します。

２）PCR チューブのセット

PCR チューブを専用カセットにセットします。チ

ューブを取りつけたカセットを PCR チューブ用

トレーにセットし、顕微鏡ステージの下部に置き

ます。トレーがしっかり固定されるようにセット

して下さい。

３）[OK]ボタンのクリック

この時点で[Collector Device]タブが画面に表示さ

れています。この画面中の[OK]をクリックすると

PCR チューブトレーが所定の位置に戻ります。
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１－４．レーザー条件の読み出し

一度設定したレーザー条件・顕微鏡設定・ソフトウェア設定は保存、読み出しが可能です。

１）条件の保存

ファイルメニューを開くと[Save Application Configuration]および

[Save Application Configuration As…]というタブがあります。

それぞれ、[条件の上書き]、[名前を付けて新規ファイルで保存]に対応します。

２）条件の読み出し

[Restore Application Configuration]から使用する条件のファイルを開いてください。以前に設定し

た条件が適用されます。（※ 顕微鏡設定やソフトウェア設定の条件も同時に適用されます。）

Configuration file (“lmd” 形式)の保存場所：

¥¥ C Drive ¥ AF6000-User ¥ AppData ¥ Local ¥ Leica Microsystems ¥ LMD ¥ Profile

１－５．顕微鏡の操作

１－5－1．スマートムーブからの顕微鏡操作

顕微鏡は画面のライブ画像を見ながらスマートムーブで操作します。

回転ノブ１でステージ Y 方向、２で X 方向、３で Z 方向（フォーカス）の移動を行ないます。

つまみ４でコントローラーの高さを調節できます。

５：左側の黒いボタンで対物レンズレボルバーが回転し倍率が

変わります。（上ボタン：強拡、下ボタン：弱拡）

６：右側の黒いボタンでステージ駆動の微動（上）・粗動（下）

切り替えを行ないます。

※ ボタンの設定は仕様により異なる場合があります。

＜5(左)＞ ＜6(右)＞

OBJ↑ ● ● FINE

OBJ↓ ● ● Coarse
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１－5－２．ソフトウェアからの顕微鏡操作

観察方法、対物レンズの倍率、ステージの粗微動変更や光量、視野絞り、開口絞りの調節はソフトウェ

ア上から行なうことができます。

１）ソフト上の[MicCtrl]のアイコンをクリックします。

顕微鏡コントロールパネルが表示されます。

a) 観察方法を変更する場合はコントロールパネル内の[Basic

Control]をクリックし[Contrast Methods]から任意の観察方法

を選択すると、光学系が位相差、微分干渉などの観察方法に自

動的に変更します。（選択できる観察方法は、装置の仕様に依存

します。）

b) 対物レンズの倍率を変更する場合は、[Magnification]から任

意の倍率を選んでクリックすると、対物レンズが切り替わりま

す。

c) 光量調節、視野絞り、開口絞りの調節をする場合は、コント

ロールパネル内の

[TL Control]をクリックします。

[Light Intensity], [Field Diaphragm], [Aperture
Diaphragm]を調節します。

※ 150x 対物レンズ使用時の注意事項

150x 対物レンズを使用する場合、フォイル付フレームをご利用ください。

150x 対物レンズは焦点深度が浅いためフォイル付スライドガラスは使用できません。フォイル付スライドガ

ラスをご利用になった場合には、対物レンズとスライドガラスが衝突する危険がありますのでご注意ください。

フォイル付フレーム フォイル付スライド

２）ステージ XYZ 操作の粗動・微動を変更する場合は、画面右列にある [X/Y/Z-Precision]の

[Fine]/[Coarse]から粗動の場合は[Coarse]を、微動の場合は[Fine]を選択してください。

ステージの移動距離が変更されます。
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１－６．チューブキャップの選択

１－６－１．チューブ選択

a) 最初にチューブキャップを選択して回収

ソフトウェア起動時には PCR チューブキャップは選択

されておらず[No Cap]の位置からスタートします。

画面左下にあるTube Capsのアイコンでチューブキャップを選

択します。現在選択されているチューブキャップが緑色で表示

されます。

A～D いずれかのチューブキャップを選択して下さい。選択し

たチューブキャップが標本の下に移動し、アイコンが緑色に変

わります。

b) ROI を描くごとにチューブキャップを選択

[No Cap]を選択した状態で、ライブ画面に ROI を描くと、[Collecting Tube Cap]ウィンドウが現われ、

どのチューブキャップ(A-D)にサンプルを回収するか、ROI を描くたびに選択します。

c) AVC＋機能向け回収モード

[Use selection for all following shapes]にチェックを入れた状態では、[No Cap]ポジションを維持した

ままで、毎回ROI を描くごとにチューブポジションを選択することなく特定のチューブが選択可能です。

これは、チューブキャップを選択した状態では、光路にチューブキャップが入り、ライブ画像の明るさ

やコントラストが微妙に変化するため、この見た目の変化が好ましくない場合に、[No Cap]ポジション

を維持したまま、複数 ROI のチューブキャップ選択が可能となっています。

この機能は、特にオプションの画像自動認識(AVC＋)を用いる際に有効です。

d) ROI 描画後の回収先チューブキャップの変更

ドローイング後の回収先を変更するには、まず Shape List の変更したい領域をマウスで右クリックして

下さい。Tube Cap を選択するウィンドウが表示されますので、新たな回収先のチューブキャップを選択

します。その時点で回収先が変更し、ドローラインの色も回収先チューブキャップにコーディングされ

た色に変更します。

ここを右クリック
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１－６－２．カラーコーディング

ドローラインの色を変えることができます。特に、マルチカットの場合は回収チューブごとに色を変え

ることができるので非常に便利です。

[Collector Device]の各 Tube Cap アイコン下部に選択したチューブを何色でドローイングするか表示さ

れています。

色の部分をクリックすると Color Palette が現れるので、好きな色を選択して OK をクリックします。

１－６－３．チューブ名の変更

Collector Tube の名前を指定することができます。Ａ,Ｂなど文字の部分をクリックするとウィンドウが

現れ、名前を入力することができます。

入力できる文字数は４文字までです。

１－７. レーザー条件の調節と実際のカッティング

１－７－１．レーザーキャリブレーション

※ キャリブレーションは、レーザーカットに使うレンズのみでかまいません。

※ 通常、初回納品時にキャリブレーション設定は弊社スタッフが行います。

レーザーカットの際に、実際のレーザー照射位置と描画したラインにズレを確認した場合のみ、

この操作は行って下さい。

※ キャリブレーションの設定もレーザーの条件と共に保存されます（１－４節参照）。

１）キャリブレーションを行う場合はステージを動かし、画面にフォイルのみが映っている視野にして、

フォーカスを合わせてから実行します。（レーザーの位置合わせのみですので、サンプルは必要あり

ません。）
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２）レーザーメニューまたはレーザーコントロール

パネル（「１－７－３項 レーザーコントロール」参

照）から[Calibrate…]を選択して下さい。

３）画面の[OK]部分をクリックするとキャリブレー

ションが

始まります。

４）画面の右上部分でレーザーがフィルムを十字にカットしま

す。

カーソルを十字の中心に合わせクリックします。

５）４）と同じ作業を画面の四隅で行います。

６）最後に[OK]をクリックしキャリブレーションを

終了します。

１－７－２．標本の試し切りから本番のカッティングへ

標本を一度のカッティングで確実に回収するために、予め標本内の実験では使用しない場所で試し切り

を行ないます。試し切りの操作は本番のカッティング操作と同じです。

１）[Line]、[Ellipse]、[Rect]または[PtoP]ボタ

ン選択します。

※[PtoP]について

クリックするごとに任意の複数の点を結んでエリアを指定できます。

同一視野内、また視野を越えての範囲で設定可能です。

※指定エリアの回転

エリアの形状を選択して「 」を起

点に上下方向へクリック＆ドラッグする

と、回転します。
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２）マウスで任意の形にドローイングを行ないます。（真円を描く場合は Ellipse

を選択し、Shift を押しながらドローイングして下さい。）

３）Cut Shape(s)から、サンプルをどのように回収するか、カットモードを選択し

ます。

４種類のカッティングモード

Draw + Cut モード

[Draw + Cut]モードは、ドローライン上をカットすることにより、

囲んだ範囲のサンプルをチューブキャップの中へ切り落とす

機能です。

Draw + Scan モード

[Draw + Scan]モードは、ドローイングにより囲んだ範囲の

上部からレーザーを左右に走査させ、その範囲の全面にレ

ーザーを当てる機能です。

Move + Cut モード

ドローラインを確認してからのカッティングではなく、

マウス（ペン型カーソル）の動きに同期してレーザーが

発振されます。ドローラインを確認する必要がない場合や

切り残しを切り落とす際に有効なモードです。

Laser Screw モード

指定した範囲でステージを上方へ移動させながら、レーザーを

指定回数照射し組織をカットします。厚みのあるサンプル、

深度によって硬さの異なる組織に適したモードです。
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４）メニューの[Start Cut]ボタンをクリックするとカッティングが自動的に行なわれます。

５）適度なカットラインでサンプルを回収できれば試し切りの完了です。

必要に応じてレーザー設定を保存してから、サンプルカッティングを行います。

Laser Screw モードについて

「Cut Shape(s)」から「LaserScrew」を選択すると条件設定ウ

ィンドウが表示されます。

１）ノーマルモード

[Step size]････移動するフォーカスのステップサイズ

[Repeats]･････リピート回数

初回のカッティングは回数に含まれません。

２）エキスパートモード

「Expart Mode」を選択すると追加条件が表示されます。

複数の Screw 条件を組み合わせることが可能です。

[Step Count]･･組み合わせる Screw 条件の数

[Step Nr.]･････条件設定をするステップ番号

[Step size]････移動するフォーカスのステップサイズ

[Repeats]･････リピート回数

初回のカッティングは回数に含まれません。
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１－７－３．レーザーコントロール

試し切りで切れなかった場合、レーザーコントロールパネルでレーザーの調節を行ない、切れる条件を確

認します。

１）画面上段のレーザーアイコンをクリックすると[Laser Control]パネルが開きます。

もしくは、メニューバーの[Laser]から[Control…]を選択して下さい。

レーザーの基本設定

２）コントロールパネルの[Power]でレーザーパワーを調整します。これは

フィルターによるレーザーの減衰でのパワー調整になります。

３）[Aperture]ではレーザーの絞りを調節します。

４）[Speed]でカット速度を調節します。

５）[Power]、[Aperture]は大きいほど良く切れ、[Speed]は遅い

ほど良く切れます。まずはこの３つのファクターで十分切れる条件を探

します。

※[Power]は強さ、[Aperture]はラインの太さに主に影響しますが、数値変更に

より得られる効果は類似しています。

※ LMD7000 の場合のみ、‘Head Current’および‘Pulse Frequency’でレ

ーザー本体の出力設定変更が可能です。

カットモードごとの設定

６）[Specimen Balance]は、[Draw + Cut]モードでのカットの際にレーザーカ

ットでの“切れ残り”を防ぐために、カッティングの後半で出力を上げて

より確実に落下させる機能です。特にｘ４０以上の対物レンズを使った場

合の小さいサンプルの回収に有効です。0～50 の数値を選択できます。
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１－７－４． Cut Shape の保存

選択したドローイングしたラインの形状を保存することがで

きます。

ドローラインを保存するには、File から [Save Selected

Shape for Reuse]を選択して下さい。

名前を付けて保存することができます。保存したドローライ

ンの形を呼び出すには、File から[Open Shape for Reuse]を選

択してください。開いた Window から保存してあるファイル

を Open すると、画面上にドローラインが表示されます。

１－８．チューブキャップの確認

回収したサンプルの確認ができます。２種類の確認方法を選択可能です。

１－８－１．Collector モード

ステージが Inspection ポジションに移動し、チューブキャップの中を観察します。スマートムーブから

XYZ を動かしながら観察可能です。

１）[Collector]アイコンをクリックして下さい。ステージが移動し、チュ

ーブキャップの内部を確認できます。

２）スマートムーブでチューブキャップの

XYZ を動かしてサンプルを探します。

３）[Specimen]アイコンをクリックすると

ステージは元の位置に

戻ります。

＜Specimen＞ ＜Collector＞
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１－８－２．Lower モード

ステージは移動せず、スライドを透してチューブキャップの中を観察します。手元のコントローラーか

らチューブキャップの XYZ を動かしながら観察可能です。簡易的な観察用です。

※ このモードを使用する際は、事前に[Collector]を選択した状態で、メニューバー

の[Option]から[Settings]を選択して、[Settings]ウィンドウ下端のチェックボックス

にチェックを入れます。

メニューアイコンが[Collector]から[Lower]に

切り替わります。

１）[Lower アイコンをクリックして下さい。ステージは移動せず

フォーカスが下がり、スライドを透してチューブキャップの内部を

確認できます。

２）[Specimen]アイコンをクリックするとステージは元の位置に

戻ります。

１－９．チューブの取り外し

実験終了時またはチューブ交換時は必ず‘Unload’アイコンをクリックして取り外し

てください。
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２． 特徴のある機能

２－１．デジタルズームとフル画面表示

１）デジタルズーム

画面右上の[Zoom Factor]のスライダを動かすことで、表示画像のデジタルズームを行うことができ

ます。

※ 最大値；zoom＝10

１）フル画面表示 ※2 モニター仕様の場合

画面右上の[FullScreen]ボタンをクリックすると、画像を第２モニターにフル画面表示できます。

zoom=1.0 zoom=2.0

第一モニター

0

FullScreen

第二モニター
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２－２．マルチカッティング

１）シングルカット

シングルカットは 1 ヶ所ずつ確実にカッティングと回収

をおこなうカットモードです。

画面左上の[Select]アイコンを選

択し、画面右上のドローイングを

行うには[Line]、[Ellipse]、[Rect]

アイコンを選択し、専用ペンもし

くはマウスを使用してターゲット

領域を描きます。

[Cut Shape(s)]メニューにある

[Start Cut] をクリックします。

途中でカットを止める場合は[Stop Cut]をクリックして下さい。

２）マルチカット

マルチカットモードは、複数の領域を一度のカッティン

グ操作で回収するカットモードです。

画面左上の[Select]ボタンを選択

し、画面右上の[Draw Shape(S)]

メニューから[Multiple Shapes]

を選択します。

次に回収するチューブを選択しま

す。

チューブ選択後、メニューの[Line]、[Ellipse]、[Rect]アイコンを選択し、専用ペンもしく

はマウスを使用してターゲット領域を描きます。

必要な領域を全て囲い終わったら画面右中段の[Cut Shape(s)]メニューにある

[Start Cut]をクリックして下さい。ドローイングした順番にカッティングが

始まります。

マルチカットで一度描いた領域を消す場合は [Select]アイコンを選択し、消したい領域を

クリックするか、画面右下の[Shape List]から該当する領域の欄を選択して下さい。消した

い領域が選択されます。

[Shape List]内の[Erase]をクリックすると、選択した部分が消去されます。

また、[Erase All]で全てのドローイングデータが消去されます。

特定の領域を選択していない場合 は[Erase Select]の部分が[Erase All]となっており、

ドローイングを行った全ての領域が消去されます。

※注 レーザーのフォーカスを標本に確実に合わせるため、ドローイングしたフォーカ

ス面でカットを行います。
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３）チューブキャップ選択マルチカット

チューブキャップ選択マルチカットはカッティングを行う前に、回収する領域をそれぞれ

どのチューブキャップに回収するか決定してからカッティングを行うモードです。

例えば、癌細胞のみをチューブキャップ A に回収し、正常細胞をチューブキャップ B に

回収するという操作が事前に決定できます。

この機能により、分配回収機能をより有効に活用することができます。

方法：

１．チューブキャップ位置を[No

Cap]に合わせます。

２．[Select]アイコンを選択し、

[Draw Shape(S)]メニューか

ら [Multiple Shapes]を選択

します。

３．ドローイングを行うとその都

度どのチューブに回収するか

確認されますので、チューブを選択します。

４．[Start Cut]でカッティングが始まり、分配回収を行います。

４）マルチカット選択時のカッティング完了時間、Progress bar の表示

マルチカットで複数の領域をカッティングする場合は、作業を開始すると自動的に

Window が開き、カッティング完了までの残り時間と Progress bar が表示されます。

この機能を設定する場合には、[Options]メニューから[Settings]、[Misc]の中の[Show

Progress bar during cutting]にチェックを入れてください。

Shape List

Select

Erase / Erase all
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Progress Bar
実行中の回収の進捗を表示しま

す。
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２－３．ライブ計測機能

２－３－１．スケールバーのキャリブレーション

１）メニューバーの[Camera]から

[Calibrate Measurement]を選択します。

２）ステージに対物ミクロメーターを設置し、

ライブ画像にスケールを表示させます。

３）ライブ表示のスケールに合わせて[Length]ボタンを

選択してスケールバーを引きます。

４）[Calibrate Measurement]ウィンドウの[Real Value]に

スケールバーの実測値を入力します。

５）[OK]をクリックします。

※ キャリブレーションは、１種類の対物レンズに行うと

全ての対物レンズに適用されます。



24

２－３－２．ライブ計測

１）スケールバー表示

ライブ画面上にスケールバーを表示することが可能です。

スケールバーを表示するにはメニューの[View]から

[Scale]を選択して下さい。

２）長さ計測

ライブ画面上の長さを計測するには[Length]アイコンを選択し計測したい部分の

始点から終点までマウスをドラッグして下さい。長さが表示されます。

ライブ画面上で右クリックすると現れるメニューから

[Erase Measures]を選択して計測を消去します。

３）面積計測

ドローイングした領域の面積は画面右下の Shape list に

表示されます。
※“Draw Shape(s)”内の“Close Line(s) ”チェックボックスが

外れている場合、面積は０となります。面積表示が必要な場合は

必ず“Close Line(s) ”にチェックマークを入れて下さい。

４）Shape List

画面右下にShape Listが表示されています。ここではドローイングのタイプや回収するコレクター、

ドローイング部分の面積などが表示されます。

面積表示

スケールバー表示

Length アイコン
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５）Object Counting 機能

[Shape List]のスクロールバーを右に移動すると、

Object、RefDiam.という欄があり数字が表示されてい

ます。これはドローラインで囲まれた部分に指定した

直径の図形（直径：RefDiam.）が何個分含まれている

かを[Object]欄に表示する機能です。目的の細胞の大き

さがわかっていれば、その細胞の直径を[RefDiam]に

設定することにより、回収範囲に含まれる細胞の個数

をカウントします。

[RefDiam]の設定は、[Optio]メニュー[Settings]の[Object Counting]で変更で

きます。[Diameter(μm)]に指定する直径の数値を入力してください。

６）Shape List の保存

表示されているリストは Excel ファイルでの保存が可能です。

[Shape List]内の[Summary]アイコンをクリックすると今までカットした累積データがリストで表

示されます。[Export]をクリックするとリストを CSV 形式（テキストファイルで読み出し）で保存

できます。保存するフォルダをプルダウンから選択し、ファイルに名前を付けて保存してください。
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２－４．画像の保存

画像を保存する場合はメニューアイコンの[Save]を選択してください。任意のフォルダに名前を付けて

保存します。また、Save as type からファイルの保存形式を選択することができます。

画像を保存する際に、ドローラインやスケールバーなどのア

ノテーションを一緒に保存するか、元画像のみで保存するか

を選択できます。

“Option”メニューの“Settings”から“Misc”内にチェッ

クボックス“Save Overlay with image files”にチェックを

入れると、ドローラインやスケールバーも一緒に保存されま

す。元画像のみを保存したい場合はチェックを外してくださ

い。
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２－５．オーバービュー機能

オーバービューの画像から標本の全体像を確認し、回収を希望する領域の観察、対物レンズの倍率変更、

他、顕微鏡操作が可能になります。

１）オーバービューの作製

① 画面中央下の[Specimen Overview..]ボタンをクリックして Specimen Overview パネルを開き

ます。

② 次に、[Create Specimen Overview]をクリックしてスキャン範囲を指定用する Overview Scan

Setup パネルを開きます。

③ 画像取得に使用する対物レンズを選択し、スマートムーブを使って希望するスキャン範囲の左

上と右下のそれぞれのポジションへ視野を移動します。この時、[Save top/left position]および

[Save bottom/right Position]を、都度、クリックして各ポジションを登録します。

④ [Calc. Fields]から指定した範囲のタイリングに必要とされる視野の数を確認し、[Scan]をクリ

ックして画像取得を開始します。

※なるべく低倍のレンズをお使い下さい。

※スキャニングステージの場合は 1.25x、電動ステージの場合は 6.3x レンズが最適です。

[Specimen Overview]
[Create Fast Overview]

[Specimen Overview]パネル

[Overview Scan Setup]パネル
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Specimen Overview 後は、バーチャルスライドの表示スペースに取

得した画像が反映されます（3 枚スライド搭載可能なスキャニングス

テージの場合は、スライド毎にオーバービュー画像を取得して下さ

い）。

２）オーバービューからの顕微鏡操作

オーバービュー画像内の枠がライブ画面での表示範囲を反映しています。

黄色枠内をダブルクリックすると枠が緑色に変わります。緑色の状態で枠を動かすことができます。

ライブを表示したい場所で再度ダブルクリックするとステージがその場所に移動し、ライブ画像が

表示されます。

①

④

②

④

③
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緑枠の状態でマウスのホイールを回すとオーバービューが拡大表示されます。

該当倍率が枠の左上に表示されます。その状態でダブルクリックするとステージだけでなく対物レ

ンズも指定のものに切り替わりライブが表示されます。

３）オーバービュー画像の保存

オーバービュー画像を保存する場合は[Specimen Overview]画面の[Save Overview Images]をクリック

します。Save in プルダウンメニューから保存するフォルダを選択し、画像に名前をつけて保存して下さ

い。Over View Image は JPEG フォーマットで保存されます。

注意：オーバービューは、新規の画像を取得するごと、上書き表示されますので、必要に応じて保存し

て下さい。

４）オーバービュー画像にスケールバーを入れる

[Specimen Overview]ウィンドウの右下にある

[Copy Scalebar in OV]にチェックを入れてから

オーバービュー取得を開始すると、

オーバービュー画像にスケールバーを入れることが出来ます。

縮小表示 拡大表示
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5）ファストオーバービュー(スキャニングステージのみ)

スキャニングステージ仕様の装置で、1.25x の対物レンズが

選択されている場合は、[Create Fast Overview]ボタンを

クリックするだけでオーバービューの作製が可能です。

２－６．ステージ位置の記憶

ステージ位置の情報を、最大 10 箇所まで記憶させておくことができます。

Live 画面に記憶させたい位置が映っている状態で、[Stage Position Memory]ボタンをクリックすると

カラムの中に番号が表示され、そのステージ位置が記憶されます。

※ 対物レンズの倍率は記憶されません。

記憶させたステージ位置を再現したい場合は、番号を選択します。ステージが動き、Live 画面に記憶し

た位置の画像が表示されます。

記憶を消去する場合には、消去させたい番号をクリックして選択してから、[Erase Memory]、ないしは

[Erase All]をクリックします。

Stage Position
Memory
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２－７. 蛍光観察とレーザーカッティング（LMD6500/7000 蛍光仕様システムで可能）

蛍光観察をしながらカッティング作業をする場合には、まず水銀蛍光装置 EL6000 のスイッチを入れま

す。ランプが安定するのに 10 分程度かかります。

※ 蛍光観察をしながらカッティングを行う際は、蛍光観察モードでも改めてレーザーのキャリブレーション

を行ってください（１－７－１．参照）。

Microscope Control パネルの Contrast Methods から[FLUO]を選

択します。

＜蛍光観察時 Microscope control コントロールパネル構成＞

[Fluorescence control]タブを開きます。

① Filter cube
挿入されている蛍光観察用の励起/吸収フィルターセットを

表示しています。使用するフィルターのボタンをクリックす

ると、光路内にセットされます。

フィルター例）

LMD…青/緑/赤色蛍光を検出するトリプルバンドのフィル

ターです。このフィルターは 3 色を重ね合わせた状態で蛍光

観察することができます。また、観察をしたままダイセクシ

ョン作業をすることができます。

L5…GFP や FITC 等の緑色蛍光観察用フィルター

N3…Rhodamine, Texas Red 等の赤色蛍光用フィルター

これらのフィルターは、レーザーカット中自動で明視野に切

り変わります。

② Field Diaphragm

照明が当たる 部分の大きさや形を、バーをスライドさせて調整しま

す。

③ IFW/Light Intensity

バーをスライドさせ、 単色の蛍光観察や水銀ランプ光量調節を行い

ます。

LMD フィルターなどトリプルバンドフィルターを使用している場合は、バーを左側の青/緑/赤の部分に

置くとそれぞれの蛍光を単色で観察することができます（単色フィルターの場合は使用できない）。

バーを右側の三角の部分に置くと、水銀ランプの光量調節をすることができます。右に行くほど光量が

強くなります。

①

②

③

④

⑤

⑥
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④ Camera

Exposure time… バーをスライドさせ、カメラの露出時間を調節します。時間を長くするとライ

ブ画像の追随性が損なわれることがあります。

Gain…バーをスライドさせ、電気信号に変換されたシグナル強度の増幅度合いを決定します。ゲ

インを上げると画像を明るくすることができますが、同時にノイズも増幅されます。

カメラのモードとして、preview モードと Integral モードがあります。

Preview モードは Integral モードに比べてカメラの露出時間を短くし、蛍光の退色を防ぐことができま

すが、ゲイン値が高いためノイズが多くなります。

画像を取り込む（→P.25 2-4. 画像の保存）ときは、まず preview モードで撮影イメージを掴んでから

Integral モードをクリックし、Exposure time、Gain を調節します。

⑤ Close/Open shutter

こちらのボタンをクリックし、蛍光シャッターの閉/開を行います。なお、画面上部の[Freeze]

アイコンをクリックすると、画像を取り込んで静止画像として表示します。このとき蛍光のシャッ

ターは自動的に閉じられます。

⑥ Close

コントロールパネルを閉じます。

＜実際のカッティング作業＞

１）まず、使用する対物レンズでキャリブレーションを行います（→P.10 1-7-1. レーザーキャリブレー

ション）。

２）通常のカッティングと同様に、ライブ画面内をドローイングして領域指定を行います。

３）[Cut Shapes]内の[Start+Cut]をクリックしてカッティングします（LMD 用フィルター以外を用い

て蛍光観察している場合にはダイセクション中、自動で明視野に切り替わります）。

４）蛍光の退色が気になる場合は、まずソフト画面上部アイコンの[Freeze]をクリックして静止画像を取

り込み、領域をドローイングで指定してから[Start+Cut]でカッティングします。ダイセクション中

は’Cut Shapes’の”Start +cut”がグレーアウトしています。この[Start +cut]がアクティブの状態にな

ればカッティング終了です。

５) 作業終了の際には、コントロールパネル内の[Basic control]タブをクリックし、[Contrast method]

から[TL-BF]を選び明視野の状態にします。EL6000 のスイッチを切ります。
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２－8. タイムラプス機能

タイムラプス機能を用いると LMD において、タイムラプス像の撮影が可能になります。

１）メニューバーの[Options]から[Time Lapse]を

選択します。

２）Time Lapse パネルより、下記パラメータを

設定します。

Capture Interval:
タイムラプスの 1 コマの時間間隔を設定します。

Capture Duration:
総撮影時間を設定します。

∞と設定した場合は[Close]ボタンをクリックする

まで取得を継続します。

Movie Format:
画像の大きさ（解像度）を設定します。

３）[Close]ボタンをクリックして取得を開始します。

※ 取得されたタイムラプスデータは QuickTime で再生可能です。
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参考⑥：LMD 用蛍光フィルターキューブ

※ LMD 用蛍光フィルタキューブを使用した場合は、蛍光観察をしながらのレーザー照射が可能です。
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参考⑦：蛍光画像の重ねあわせ

蛍光観察時に”Freeze”ボタンを押した際、最大５つの画像を異なる条件で取得し、それらを重ねあわ

せることができます。これはアプリケーションソフトウェア上の、"Options”－”Settings”－”Misc” を開

いた際に表示される “Show Frozen Image Dialog when live image is frozen”の項目をアクティベート

した場合のみ有効です。

Freeze ボタン

Frozen Image Dialog 表示

① “Live” ボタンをクリックし、カメラウィンドウに表示されるライブ像を確認しながら、蛍光像取得

条件を調整します。この時、カメラの露光時間、ゲイン等の画像取得条件も設定します。

② “Set Image1～5” ボタンをクリックし画像を取得します。 ※①②を必要枚数分、操作します。

③ “Show Image” ボタンをクリックすると、取得した画像がカメラウィンドウに再表示されます。

④ 重ねあわせたい画像を選択し、”Use image for combine” のチェックボックスをアクティベートしま

す。

⑤ ”Add Image” ボタンをクリックすると、カメラウィンドウに重ねあわせ像が表示されます。

⑥ 回収する領域を選択し、”Start Cut” ボタンでカッティングを開始します。
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