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2011 年 11 月 17 日 作成 
2014 年 1 月 6日 更新 
2014 年 5 月 1日 更新 
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1) 利用希望の方は必ず「医学研究支援センター利用登録申請書」と「ArrayScan VTI 利用申請
書」を提出してください。ArrayScan VTI 利用申請書（センターHPからダウンロード可能）」
は押印した紙媒体を一通提出してください（学内便可）。 
Please submit registration form with original seal or signature before use.  You can 
download from MRSC web site. 

 
2) 利用毎に利用簿へ記帳してください。Please keep your usage report on the Log Book. 
 

3) Cellomics ArrayScan Instrument 起動時の User name 及びパスワードは研究室毎に作成し
ます。各研究室で初めての利用者はその旨お知らせください。 
You need the password to start the operating software.  Password you allow to use 
is same with Prefix defined below.   

 
4) ArrayScan で作成するプロトコール、Plate ID には必ずセンターから付与される PreFix と利
用者のイニシャルを名前の最初につけてください。 
Please put Prefix provided from MRSC.   
Please ask to MRSC if you don’t know or forget.  
 
Example）医学研究支援センター支援員が利用する場合 / When MRSC stuff use: 
  プロトコール名 Protocol ：KUMSUPYONS3count 
  Plate ID ： KUMSUPYO20100414-1 

KUMSUP  = センターからの PreFix / Prefix provided from MRSC 
    YO    = 利用者イニシャル / Initial of user 
NS3count = プロトコール説明（ここはご自由にどうぞ Please put as you like） 
20100414-1 = 日付と通し番号(Date & running number) 

 
5) すべての Scan Data はデータサーバー上、1スキャン 1フォルダにまとめて蓄積されます。各
回の測定は自動生成されるフォルダにおさめられ、その情報をアレイスキャンデータ解析ソフ
ト「View」により読み取ります。 
すべての利用者はご自分の外部記憶装置（USB 接続のポータブルハードディスクを推奨）をお
持ちいただき、測定後すぐに自分のデータをバックアップし本体のデータを削除してください。
また解析後に Export した画像データ等も同様に外部記憶装置に保存、本体のデータを削除し
てください。すべての操作は「HTS Studio/View」から行ってください（サーバデータへの直
接アクセスはできません）。 

センターでは定期的に状況をチェックし、容量不足の際には事前連絡なくデータを削除いたし
ますのであらかじめご了承ください。 



Please back up your data immediately after use.  Please use “HTS Studio / vHCS” 
software to export/delete your data. 

 
6) USB 経由のコンピューターウイルス感染を防ぐため、データ保存・移動用の USB メモリ及び
ハードディスクのウイルスチェックは各自でこまめに行ってください。 
You can use USB storage media to export your data, although you need to check 
computer-virus infection before and after use.   

 
Thank you for your cooperation! 
 
 

連絡先：京都大学大学院医学研究科 医学研究支援センター 
    吉田キャンパス 医学部基礎構内 総合解剖センター4階（内線：4418） 
    URL: http://support-center.med.kyoto-u.ac.jp/SupportCenter/ 
    Mail：info@support-center.med.kyoto-u.ac.jp 



京都大学大学院医学研究科 医学研究支援センター設置 
Array Scan VTI 使用におけるルール 

（2号機用） 
Rule for Use of ArrayScan VTI #2 

 
2015 年 4月 20 日 作成 

 
 
1) 利用希望の方は必ず「医学研究支援センター利用登録申請書」と「ArrayScan VTI 利用申請
書」を提出してください。ArrayScan VTI 利用申請書（センターHPからダウンロード可能）」
は押印した紙媒体を一通提出してください（学内便可）。 
Please submit registration form with original seal or signature before use.  You can 
download from MRSC web site. 

 
2) 利用毎に利用簿へ記帳してください。Please keep your usage report on the Log Book. 
 

3) Cellomics ArrayScan Instrument 起動時の User name 及びパスワードは研究室毎に作成し
ます。各研究室で初めての利用者はその旨お知らせください。 
You need the password to start the operating software.  Password you allow to use 
is same with Prefix defined below.   

 
4) ArrayScan で作成するプロトコール、Plate ID には必ずセンターから付与される PreFix と利
用者のイニシャルを名前の最初につけてください。 
Please put Prefix provided from MRSC.   
Please ask to MRSC if you don’t know or forget.  
 
Example）医学研究支援センター支援員が利用する場合 / When MRSC stuff use: 
  プロトコール名 Protocol ：KUMSUPYONS3count 
  Plate ID ： KUMSUPYO20100414-1 

KUMSUP  = センターからの PreFix / Prefix provided from MRSC 
    YO    = 利用者イニシャル / Initial of user 
NS3count = プロトコール説明（ここはご自由にどうぞ Please put as you like） 
20100414-1 = 日付と通し番号(Date & running number) 

 
5) すべての Scan Data は D ドライブ＞CellData フォルダの中に、1スキャン 1フォルダにまと
めて蓄積されます。各回の測定は自動生成されるフォルダにおさめられ、その情報をアレイス
キャンデータ解析ソフト「View」により読み取ります。 
すべての利用者はご自分の外部記憶装置（USB 接続のポータブルハードディスクを推奨）をお
持ちいただき、測定後すぐに自分のデータをバックアップし本体のデータを削除してください。
また解析後に Export した画像データ等も同様に外部記憶装置に保存、本体のデータを削除し
てください。取り違えを避けるため、すべての操作は「View」から行い、直接 Dドライブから
の削除はできる限りお避けください。 

センターでは定期的に状況をチェックし、容量不足の際には事前連絡なくデータを削除いたし
ますのであらかじめご了承ください。 
Please back up your data immediately after use.  Please use “vHCS” software to 
export/delete your data, to avoid unexpected deletion of other user’s data. 

 



6) USB 経由のコンピューターウイルス感染を防ぐため、データ保存・移動用の USB メモリ及び
ハードディスクのウイルスチェックは各自でこまめに行ってください。 
You can use USB storage media to export your data, although you need to check 
computer-virus infection before and after use.   

 
Thank you for your cooperation! 
 
 

連絡先：京都大学大学院医学研究科 医学研究支援センター 
    吉田キャンパス 医学部基礎構内 総合解剖センター4階（内線：4418） 
    URL: http://support-center.med.kyoto-u.ac.jp/SupportCenter/ 
    Mail：info@support-center.med.kyoto-u.ac.jp 
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