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1. はじめに

本ガイドでは、T8-ISOポータブル等温増幅蛍光リアルタイム検出装置のセットアップ、構成、操作法を説明します。

T8-ISO thermal Device は、実験室用途と現場用途の両方に適した小型の独立型高感度機器であり、次世代の分

子試験を行います。2つの蛍光色素分子FAMとROX、あるいは同様のスペクトルを持つ他の蛍光色素分子の測定を

行う持ち運び可能な装置です。

本装置は研究開発用の装置です。アッセイや応用のための試験や認証を追加で行わない限り、本装置の体外診断

（IVD）医療への使用は想定していません。

T8-ISO thermal Device は、試験対象の化学アッセイを含むより大きな試験システムの一部を構成するものであ

り、システム全体のリスクについて考慮する必要があります。

用途が人命に関わったり人に怪我を負わせたりする危険性がある場合、その危険性を軽減するために追加の試験や

指示薬の使用を検討しなければなりません。

T8-ISO thermal Device とともに使用するあらゆる診断試験キットの使用法を遵守するのは、お客様の責任です。

異物混入、ロットの期限切れ、サンプルの不適切な扱いなど、試験の失敗につながるあらゆる不適当な使い方は、お客

様の責任となります。

本ガイドは、機器の設定や使用を補助するためのクイックガイドです。

操作の詳細や注意事項については、以下の完全版ユーザーマニュアルをご覧ください。

D005566 T8-ISO thermal Device ユーザーマニュアル

D005842 T8-ISO thermal Device デスクトップアプリケーション ユーザーマニュアル

1.1 操作モード
T8-ISO thermal Device には、スタンドアロンモードでの使用と、T8デスクトップソフトウェアアプリケーション

に接続しての使用の2通りがあります。どちらの使い方をするかは、お客様の要件や設置状況によります。ユーザー

は、デスクトップソフトウェアを使用することで、本装置で行う試験の種類を設定することができます。これには、決

定的アルゴリズムを用いてカスタマイズされた試験結果の作成も含まれます。さらにデスクトップソフトウェアに接

続すると、PC画面上で試験や分析が進む様子をリアルタイムで観察することもできます。なお、すべての試験はデ

スクトップソフトウェアではなくT8-ISO thermal Device から起動することに注意してください。また、試験タイ

プアルゴリズムを以前得た試験データに使い、結果を最適化することもできます。

1.2 システム構成品
T8-ISO thermal Device には、以下のシステム構成品が付属します。

• 本体

• 電源および地域別電源アダプター

• プリンターケーブル

• バーコードスキャナーケーブル
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1.3 デバイスの概要

アルミ熱伝導
カバーブロック

ミニ USBポート
工場使用向け

シリアルポート 2箇所

0.2 mL PCRチューブ
（8連）

デバッグ用アクセスハッチ
工場使用向け

装置カバー

カバー通気口

DC電源コネクター

イーサネットポート

磁気混合
（プログラム設定）

カバーリッド開閉
ラッチ

4.3インチタッチ
スクリーン

USBポート

ステータスランプ

電源ボタン
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2. セットアップガイド

2.1 初期セットアップ

T8-ISO thermal Device の開梱
デバイスを取り出し、清潔な環境で、安定した平らな台の上に設置します。

電源
地域に応じて電源を用意してください。
12V電源をT8-ISO thermal Device に接続します。

USBキー内の試験タイプ
USBキーを使って試験タイプをT8-ISO thermal Device にインポートし
ます。

使用しないときはT8-ISO thermal Device の電源を切っておくことを推
奨します。

2.2 フロントステータスランプ
このデバイスには、通電状況を示す、明るさ一定の白色フロントステータスランプがあります。

高速点滅 デバイスがブートローダモードです（デバイスのソフトウェアの更新中に 5Hzで点滅します）。

中速点滅 デバイスが設定温度に加熱されています（約 1秒に1回の点滅）。

低速点滅 デバイスがスリープモードです（約 4秒に1回の点滅）。

常時点灯 デバイスが作動中であり、設定温度になっています。

2.3 電源ボタン
T8-ISO thermal Device の正面に電源ボタンがあります。電源をデバイスの背面に接続し、1秒間電源ボタン

を押すと、デバイスの電源が入り起動します。デバイスの作動中は、電源ボタンを3秒以上押し続けると電源を切る

（シャットダウン）することができます。
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2.4 ユーザーインタフェース

ボタン：ボタンをタッチすると操作が行われます。

編集可能テキスト：黄色いテキストボックスをタッチするとテキストを編集できます。
テキストが一桁の数字の場合、タッチするごとに数字が1ずつ増えていきます。

テキストが数字の場合、テンキーボードが表示されます。

テキストが文字列の場合、QWERTYキーボードが表示されます。

テキスト：白いテキストボックス内に、数値結果や設定などのテキストが表示されま
す。このテキストは編集できません。

試験：試験ボタン（アイコン）にタッチすると、新しい試験が実施されます。

試験結果：試験結果ボタンにタッチすると、試験結果メニューに行き、試験結果の履
歴にアクセスできます。

設定：設定ボタンにタッチすると、設定メニューに行きます。

Standardユーザーの場合：パスワードを入力すると、ユーザーをAdminユーザーあ
るいはFactoryユーザーに変更することができます。

Admin/Factoryユーザーの場合：Adminユーザー設定メニューにアクセスできます。
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Factory設定：Factoryユーザーのみ使用できます。Factory設定アイコンにタッ
チすると、Factory設定メニューに行きます。

OK：OKアイコンにタッチすると、画面の指示に従って、操作、入力、設定変更を承諾
したり、情報を確認したり、別の操作を実施したりできます。次に進むにはOKアイコ
ンにタッチしなければなりません。

キャンセル：キャンセルアイコンにタッチすると、画面の指示に従って、操作、入力、
設定変更を取り消したり、別の操作を実施したりできます。実行中の試験を取り消す
など、操作の取り消しには確認が必要になることがあります。

アップ・ダウン：アップとダウンのアイコンにタッチすると、一画面に収まらないリ
ストやメニューなどの画面を移動することができます。

戻る・次へ：「戻る」アイコンや「次へ」アイコンにタッチすると、画面を移動するこ
とができます。

印刷：印刷アイコンにタッチすると、画面の情報を印刷できます。プリンターをデバ
イスにつなげておく必要があります。

エクスポート：エクスポートアイコンにタッチすると、画面上の指示に従って試験結
果や他の内容をエクスポートできます。FAT32フォーマットのUSBキーをデバイス
に差し込んでおく必要があります。

インポート：インポートアイコンにタッチすると、画面上の指示に従って試験パッ
ケージや他の内容をインポートできます。FAT32フォーマットのUSBキーをデバイ
スに差し込んでおく必要があります。

エラー：試験が完了しない、USBキーが見つからない、自己点検に合格しなかったな
ど、操作が終わらなかった場合にエラー画面が表示されます。

 アイコンにタッチしてエラーを確認します。

警告：進行中の試験を取り消すときなど、操作の確認が必要な場合に警告画面が表示
されます。
操作を承諾するには、  アイコンにタッチします。
操作を取り消すには、× アイコンにタッチします。

情報：エクスポートが成功したときなど、情報画面を表示してユーザーに情報を知ら
せます。

 アイコンをタッチして情報を確認します。

待機：操作が進行中に待機画面が表示されます。
操作を取り消すには、× アイコンにタッチします。
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3. 電源投入

3.1 自己点検
12V電源アダプタをT8-ISO thermal Device に接続します。
ロード画面が装置に現れるまで電源ボタンを押し続けます。
装置がセルフチェックを行ないます。

3.2 ユーザーログイン
ユーザー名とパスワードを求められた際に入力します。（ログイン要
件はAdminユーザーがユーザーマニュアル セクション10.2 で設定
します。）
Standardユーザー：Standardユーザーは、ホームメニュー、試験、
結果表示、基本設定にアクセスします。
Adminユーザー：Adminユーザーは、Standardユーザーと同じ
機能に加え、「Admin Settings（Admin設定）」画面にもアクセス
できます。
Factoryユーザー：Factoryユーザーは、Standardユーザーと同
じ機能に加え、「Admin Settings（Admin設定）」画面と「Factory 

Settings（Factory設定）」画面にもアクセスできます。黄色いヘッ
ダーバーでFactoryモードであることが表示されます。

3.3 ホームメニュー
「Home Menu（ホームメニュー）」は、起動、自己点検、ユーザーログ
インの後に表示されます。
「Home Menu（ホームメニュー）」画面から以下の機能に進むこと
ができます。
• Test（試験）
• Results History（結果の履歴）
• Settings（設定）
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4.  試験の実施

試験の実施
ホーム画面で「Test（試験）」アイコンを選びます。
デバイスにインストールされている試験タイプのリストから試験タ
イプを選んでタッチします。
あるいは、試験タイプバーコードをスキャンします。
キャンセルするには、 × アイコンにタッチします。 

試験の詳細、動作ID、試験IDの編集
試験名の入力：黄色い「Run ID（動作ID）」欄にタッチします。
サンプルIDの入力：チューブ1からチューブ8までの黄色い
「Sample ID（サンプルID）」欄にタッチします。
サンプルIDの自動入力：T1欄にテキストを入力し、「Auto 1-8（自
動1-8）」ボタンにタッチします。
続けるには、  アイコンにタッチします。
取り消すには、× アイコンにタッチします。

試験温度までの加熱
ヒータブロックがあらかじめ設定した試験タイプの温度に達する
まで待ちます。
取り消すには、 × アイコンにタッチします。
Factoryユーザーには  アイコンが表示されますが、これを使うと
デバイスを試験温度まで加熱せずに診断を行なうことができます。

サンプルを入れてカバーを閉じる
サンプルチューブを挿入します。
カバーを閉じます。
カバーが閉じられていることを検知し、自動的に次の画面に進みま
す。
取り消すには、 × アイコンにタッチします。
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4.1 チューブの結果
それぞれのチューブに対し、以下の結果のいずれかが表示されます。

陰性結果

陽性結果

無効結果

試験中
セクション3 で入力したRun ID（動作ID、RID）とSample ID（サ
ンプルID、SID）がこの画面に表示されます。
試験完了までの残り時間が画面の下に表示されます。
取り消すには、 × アイコンにタッチします。

それぞれのチューブの詳しい結果は、結果アイコン（  ）
にタッチすると見ることができます。

 アイコンにタッチするか、結果をクリックすると、選択したチューブ
のグラフに進むことができます。

 アイコンにタッチすると、画面間を移動できます。

試験結果画面
試験が終わると「Results（結果）」画面が表示されます。
チューブアイコンにタッチすると、詳しい結果が表示されます。

 アイコンにタッチすると、試験結果がプリントされます。

 アイコンにタッチすると、試験結果がエクスポートされます。

 アイコンにタッチすると、新しい試験を行ないます。
× アイコンにタッチすると、作業がキャンセルされ、ホーム画面に戻
ります。
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試験結果の詳細
詳しい「Results（結果）」の画面です。
チューブの結果（スクリーンショットの「Tube 1 NEGATIVE
（チューブ1陰性）」にタッチすると、結果のグラフが表示されます
（試験タイプで有効になっている場合）。

 アイコンにタッチすると、左に表示されている画面間を移動
できます。

4.2 結果の保存
アプリケーションは、T8-ISO thermal Device のメモリ内の特定の場所に試験結果を自動的に保存します。

試験結果のUSBキーへのエクスポートの詳細については、「8. データのエクスポートとアーカイブ」をご覧くださ

い。

試験結果は.CSVファイルに収められ、PCで確認することができ、またプリントもできます。
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5.  試験結果

T8-ISO thermal Device の試験結果画面では、保存された試験データをユーザーが検索することができます。そ

のような情報は、多くの異なる試験欄から探すことができます。

結果リストメニュー
「Home Screen（ホーム画面）」の「Results（結果）」アイコンにタッ
チします。
試験結果のリストが表示されます。
リスト内の一つの試験結果にタッチすると、結果を見ることができま
す。

結果エクスポート  アイコンにタッチすると、結果をUSBキーにエ
クスポートできます。

結果画面
チューブアイコンをタッチすると、詳しい結果が表示されます。
× アイコンにタッチすると、作業がキャンセルされ、ホーム画面に戻
ります。

 アイコンにタッチすると、試験結果がプリントされます（ユーザー
マニュアル セクション19.3 を参照）。

 アイコンにタッチすると、試験結果がエクスポートされます。

結果の詳細
詳しい結果の画面

次の画面に進むには前進アイコン  にタッチし、前の画面に戻るに
は  アイコンにタッチします。
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6.  設定

6.1   Standard設定
「Settings（設定）」メニューはすべてのユーザーがお使いいただけます。

「Home Screen（ホーム画面）」の設定アイコンにタッチしてください。

メニューボタンにタッチすると、その項目に進みます。

設定には以下の項目があります。

• About（デバイス情報画面）

• Audio Volume（音声設定）

• Brightness（明るさ設定）

• Help（ヘルプ機能）

• Legal（法的情報）

6.2   Admin設定
Admin設定は、AdminユーザーとFactoryユーザーがお使いいただ

けます。

Admin設定へは、「Settings（設定）」画面の  アイコンを選ぶと行
くことができます。

Adminユーザーの設定には以下の項目があります。

User List（ユーザーリスト） Language（言語）

User Login（ユーザーログイン） Temperature（温度）

Auto Logout（自動ログアウト） Update Software（ソフトウェアの更新）

Set Admin Password（Adminパスワードの設定） Restore Defaults（デフォルト設定に戻す）

Set Clock（時計の設定） Import Resources（リソースのインポート）

Test List（試験リスト） Open Lid（カバーを開く）

Default Test Settings（デフォルト試験設定） Run Self Test（セルフチェックの実施）

Print Options（プリントオプション） Export Logfile（ログファイルのエクスポート）

Admin設定にアクセスするにはパスワードが必要です。デフォルトではadminです。

6.3   Factory設定
このデバイスの較正やFactory機能については、完全版ユーザーマニュアル「D005566 T8-ISO thermal Device 

ユーザーマニュアル」をご覧ください。
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7. 試験タイプパッケージの作成とインポート

T8-ISO thermal Device の出荷時や、Adminユーザーによりユーザーデフォルト状態に戻されたとき、評価目

的や実証目的でユーザーが選択できるよう、デフォルト試験が一つ用意されています。

ユーザーは、T8-ISO thermal Device 用のデスクトップアプリケーションを使って、用途に応じた試験を作成

することができ、これらのカスタマー向け試験をT8-ISO装置で実施できます。ユーザーが作成した試験をこのデバ

イスで実施するには2つの方法があります。それは以下のようなものです。

• 最大10個の試験タイプをUSBキーからインポートし、いつでも試験を実施できるようデバイスのメモリに保存

することができます。

• 附属のバーコードリーダーを使って試験タイプを2次元QRコードから読み込み、ただちに試験を実施するこ

とができます。

7.1 試験タイプのUSBからのインポート
ユーザーは、デスクトップアプリケーション上で試験タイプを作成し、USBキーを使って装置にインポートするこ

とができます。

試験タイプの作成とUSBへのエクスポート

デスクトップアプリケーション上で試験タイプを作成した後、
それをUSBキーへパッケージとしてエクスポートします。
試験タイプパッケージの作成とエクスポートの方法について
は、D005842 T8-ISO thermal Device デスクトップアプリ
ケーション ユーザーマニュアルをご覧ください。
注意：
USBキーには、試験タイプパッケージファイル（*.pkg）が一つ
だけ入っているようにします。
試験タイプパッケージは、USBのルートレベルに保存するよう
にします（下位フォルダに入れないようにします）。

USBのデバイスへの挿入

試験タイプパッケージファイル（*.pkg）の入ったUSBキーを、
デバイスの正面にあるUSBポートに差し込みます。
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試験タイプのデバイスへのインポート

AdminユーザーあるいはFactoryユーザとしてログインしま
す（ユーザーマニュアル セクション6.4）。
Admin設定の中のTest List（試験リスト）画面に行きます（ユー
ザーマニュアル セクション10）。

 アイコンを選び、試験タイプパッケージをUSBキーからイン
ポートします。

試験タイプパッケージをインポートするには  アイコンに
タッチします。
作業を取り消してTest List（試験リスト）画面に戻るには、× ア
イコンにタッチします。
試験タイプパッケージが正しくインポートされると、Test List
（試験リスト）画面に試験タイプが表示されます。

8. データのエクスポートとアーカイブ

T8-ISO thermal Device には、50回分の試験結果を保存する内部メモリがあります。

試験結果とデータのアーカイブの勧め：試験結果は外部USBキーにエクスポートし、データをデバイスとは別にバッ

クアップとして保存することを強く推奨します。

デバイスで得たそれぞれの試験の結果は次のように保存されます。

• 試験結果を保存する.csvファイルには、すべての試験パラメタ、測定データ、最終結果が保存されます。

• 概要を保存する.pdfファイルには、最終結果のみが保存され、結果を印刷する際はこのページが印刷されます。

ファイル名は、次の規則にもとづいて付けられています。

装置モデル–シリアル番号–年–月–日–ファイル番号–試験名.csv

例：T8-S000000-2014-09-07-12-Case 2.csv

本デバイスで得た個別の試験結果やすべての試験結果をエクスポートできます。

AdminユーザーやFactoryユーザーは、本デバイスで得たすべての試験結果を、エクスポートが問題なく終了した後

に削除することができます。



16

T8-ISO thermal Device クイックスタートガイド

8.1 結果のエクスポートプロセス
エクスポートする試験結果を選ぶ
▼▲にタッチし、「Results（結果）」画面を移動します。
Test Name（試験名）にタッチします。

 アイコンにタッチして、選んだ試験をUSBにエクスポートしま
す。
取り消すには、 × アイコンにタッチします。

FAT32フォーマットのUSBフラッシュメモリキーを差し込みます。
結果をエクスポートするには、  アイコンにタッチします。

エクスポートの成功
試験結果は接続したUSBキーに正しくエクスポートされました。
  アイコンにタッチして確認します。

結果を削除する
ユーザーがAdminユーザーやFactoryユーザーとしてログインして
いる場合、デバイスの試験結果の履歴に残っているすべての試験結
果を削除するかどうか、画面で聞いてきます。
削除する場合は、  アイコンにタッチします。
デバイスに試験結果を残しておきたい場合は、 × アイコンにタッ
チします。

結果の削除
前の画面で  アイコンを選んだ場合、このメッセージが現れ、デバ
イスの試験結果の履歴が正しく削除されたことを知らせます。
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9. T8-ISO thermal Device の仕様

チューブの数 8本のチューブに対応しています。
200μLのPCRチューブ8本まで受付可能です（標準8本チューブストリップ）。

スキャン時間 10秒、15秒、20秒

データストレージ
50個の試験結果を装置内に保存できます。
結果の履歴を検索したり結果を取り出したりすることができます。
USBやイーサネットでアーカイブしたりエクスポートしたりできます。

複数の分析タイプ、試験タイプ

T8-ISOデスクトップユーティリティで定義された複数の分析タイプと試験プロトコル
をサポートしています。
10個の試験タイプをデバイス内に保存したり、USBデータファイルからインポートし
たり、QRコードからスキャンしたりすることができます。

測定技術 標準としてFAMとROXの2つの蛍光チャネル
オプションでFAM、HEX、ROX、カスタム、生物発光

カラータッチスクリーン
4.3インチTFT液晶
簡単なワークフロー管理
使いやすさ：カラーアイコンによるドライバメニューとプロンプト

通信

イーサネット接続
PC接続用ミニUSBポート
データのエクスポート、ソフトウェアの更新、試験タイプのインポートのためのUSB
ポート

電源

外部AC/DC電源プラグパックから供給される12V DC電源
DC電圧変動±10%
DC電流消費：12V DC, 3.0アンペア
地域に応じた電源アダプタ構成としています。

寸法
幅185mm
奥行き203mm
高さ 110mm

重量 2.3kg

寿命 設計寿命5年あるいは1万回の試験のうち、先に超過したもの

プリンタのサポート シリアルケーブルで接続されたラベルプリンタ

バーコードリーダ シリアルケーブルで接続されたバーコードリーダ

動作環境

屋内使用
10℃～30℃、10%～80%RH（結露なし）
標高0m～2000m
汚染度：2
気圧0.763バール（標高2000m）～1.01バール（海面レベル）
最低照明条件：100ルクス
最大照明輝度：5,000ルクス

保管環境

最低7日間、2℃～45℃、20%～70% RH（結露なし）
気圧0.763バール～1.01バール
標高0m～2000m
最大継続期間1ヵ月（積算）

クリーニング イソプロピルアルコール（IPA）または10%漂白水溶液を、けば立ちのない湿らせたワ
イプ布に含ませます（しっかり絞ります。）
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