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たA-dec Inc.は、本書に含まれる誤りや本書の提供、その履行、あるいは使
用から派生するいかなる損害についても責任を負いかねますので予めご了
承ください。本文書の情報は、通知なく変更される場合があります。本文書に
ついて不適切な記載を見つけた場合には、当社まで文書にてご連絡くださ
い。A-dec Inc.は、本文書に誤りがないことを保証するものではありません。

本文書の如何なる部分もA-dec Inc.の事前の文書による許可なくして、写真
複写、記録もしくは何らかの情報の蓄積及び情報検索方式を含むどのような
方法であれ如何なる種類のものであっても電子的もしくは機械的な方法で
複写、改ざんもしくは提供してはなりません。

登録商標およびその他の知的所有権について
A-dec、A-decロゴ、A-dec 500、A-dec 300、Cascade、Cascade Master 
Series、Century Plus、Continental、Decade、ICX、ICV、Performer、 
Preference、Preference Collection、Preference ICC、およびRadiusは、米国
およびその他の国におけるA-decまたはその関連会社の登録商標です。ま
た、A-dec 400、A-dec 200、Preference Slimline、reliablecreativesolutionsも
A-dec Inc.の登録商標です。本文書に掲載されているいずれの商標および
商号も、商標の所有権者から書面による明示的な許可を得ることなく、いか
なる方法でも再現、複写、または編集することはできません。

タッチパッドの記号には、A-dec Inc.の専売情報であるものがあります。これ
らの記号の使用は、その全体または一部であっても、A-dec Inc.から明示的
な書面による許可を得ない限り、固く禁じられています。

規制に関する情報
当局により指定された規制情報については、『 規制情報、仕様、および保証
使用方法』（部品番号（P/N）86.0221.05）を参照してください。この文書は、 
www.a-dec.comのドキュメントライブラリから入手できます。

製品サービス
製品の保守点検については、最寄りのA-dec取扱店にご連絡ください。保守
点検の詳細または正規販売代理店の所在地については、A-decにお電話い
ただくか（米国またはカナダでは1-800-547-1883、その他の国では1-503-538-
7478）、www.a-dec.comを参照してください。

本書で取り扱う機種とバージョン

機種 バージョン 説明

311 B デンタルチェアー
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操作/調節

電源オン/オフ
チェアーのみの構成
チェアーのみの構成の場合は、チェアーの電源ボタンを押して電源のオン/
オフを切り替えます。

デリバリーシステムとサポートシステムを備えたチェアー
チェアーにシステムが取り付けられている場合は、マスタートグルスイッチを
使って、電源、水、空気をオンに切り替えます。通常、マスターオン/オフ切替
スイッチはデリバリーシステムの下にありますが、デリバリーシステムのない
チェアーではサポートセンターまたはフロアボックスに付いている場合があ
ります。 

システムの電源が入らない場合は、チェアーの電源ボタンを押したことを確
認してください。マスターオン/オフ切替スイッチでシステム電源を制御する
には、チェアーの電源がオンになっている必要があります。

電源をオフにする場合
エネルギーを節約するため、1日の診療が終わった後、あるいは長時間使用
しないときは電源をオフにしてください。

チェアーの電源ボタン

底板

デリバリーシステムのマ
スタートグルスイッチ 
（図はA-dec 332）
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電源オン/オフ（続き）
タッチパッドとステータスライト
システムに電源が入り、使用準備が完了すると、タッチパッドのA-decロゴが
点灯します。ステータスライトが点滅する場合は、安全機能によってチェアー
の動きが中断されている可能性があります。詳しくは、「チェアーの安全機能」
を参照してください。

タッチパッドの機能について詳しくは、デリバリーシステムの使用方法を参照
してください。

チェアーの安全機能
A-decデンタルチェアーとシステムには、安全性を向上するように設計された
機能がいくつか組み込まれています。停止スイッチを起動すると、チェアーを
停止したり、チェアーが動かないようにしたりすることができます。チェアーの
動きが妨害されないようにするには：

• 障害物となりそうなものをチェアーおよび接続モジュールの下から取り
除きます。 

• フットコントロールディスクまたはレバーを押さないようにします。 

• ハンドピースをホルダーに適切に収めます。

チェアーが不意に停止する場合
上記の対策を確認し、状況を改善してください。障害物のためにチェアーの
下方向への動きが停止する場合は、タッチパッドかフットスイッチを使用し
てチェアーを上げて障害物を取り除きます。

チェアー停
止プレート

ステータスライト
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チェアーのコントロール
A-decのタッチパッドとフットスイッチでは、チェアーを同じように動かすこと
ができます。タッチパッドのコントロールについて詳しくは、デリバリーシステ
ムの使用方法を参照してください。

フットスイッチの手動制御
チェアーが希望のポジションにな
るまで、矢印ボタンを押し続けます。
水平方向の矢印ボタンでは、チェ
アーの背もたれを上げ下げできます。
垂直方向の矢印ボタンでは、チェ
アーベースを上げ下げできます。

フットスイッチのプログラム可
能コントロール
プログラム可能ボタンを押して放し、チェアーをプリセットポジションに移動し
ます。これらのボタンは、次のように初期設定されています。

アイコン ポジション 初期設定

座る/降りる チェアーを患者の着席/離席の位置に合わせます。

位置1 チェアーのベースと背もたれを下げます。

位置2 チェアーのベースを下げて背板を上げます。

X線/洗浄 チェアーをX線または洗浄のポジションに動かし
ます。もう一度押すとチェアーを前のポジション
に動かすことができます。

プログラムボタン

位置2位置1

座る/降りる X線/洗浄

ベース上昇

ベース降下

背板降下 背板の上昇
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チェアーのコントロール（続き）
ボタン0、1、2のプログラム変更
座る/降りるボタンと治療ボタン（ 、 、 ）にプリセットされているチェアー
ポジションを変更するには：

1. 手動操作でチェアーを希望のポジションに調節します。
2.  を押して離します。ビープ音が1回鳴り、プログラムモードがオンになっ
たことを知らせます。

3. 5秒以内に、プログラムを変更するチェアーポジションボタンを押します（た
とえば、  を押します）。ビープ音が3回鳴り、新しい設定がプログラムのメ
モリーに記憶されたことを知らせます。

X線/洗浄ボタン
X線/洗浄ボタン（ ）は、チェアーを動かして患者をまっすぐに座らせ、レント
ゲンを撮ったり、患者がスピットンを使えたりするようにします。  を再度押
すと、チェアーがX線/洗浄前のポジションに戻ります。

  は、プログラム可能なその他のチェアープリセットボタンと同じように機
能するようにプログラム変更できます。機能を変更するには：

1.  と  を同時に3秒間押したままにします。
○ ビープ音が1回鳴るということは、  が別のプログラム可能チェアープリ
セットボタンと同じように設定されたことを表します。

○ ビープ音が3回鳴るということは、  がX線/洗浄プリセットと同じように
設定されたことを表します（X線/洗浄と以前のチェアーポジションとの
間で切り替わります）。

2. その他のプログラム可能ボタンのように  のプログラムを変更して別の
チェアーポジションを割り当てるには、上記「ボタン0、1、2のプログラム変
更」の手順に従います。

座部を下げる速度
チェアーの座部を下げる速度を落とすことができます。座部を下げる速度を
落とすには、A-dec正規販売代理店にお問い合わせください。

位置2位置1

座る/降りる X線/洗浄

プログラムボタン

ベース上昇

ベース降下

背板降下 背板の上昇

警告  患者が座って安全な状態であることを確認してから、
手動でチェアーを操作するか、プログラム可能チェアーコ
ントロールを使用してください。チェアーの稼働中に患者
から目を離さないでください。特に小さな子どもや体の不
自由な患者には、常に細心の注意を払ってください。
プログラムされた動きの最中にチェアーの動きを止める
には、フットスイッチまたはタッチパッドのいずれかのチェ
アーポジション設定ボタンを押します。
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二重連接型ヘッドレスト
二重連接型ヘッドレストは、口腔内に手が届きやすくするとともに、患者が心
地良く治療を受けられるように、位置をさまざまに調節できます。 

グライドバーを使って、患者の座高に合わせてヘッドレストの位置を調節しま
す。ヘッドレストの高さを調節するには、ヘッドレストを引き上げるか押し下げ
て、希望の高さに合わせます。グライド式のヘッドレストクッションも、高さ調
節に使えます。

警告  グライドバーが推奨される最大限の高さを超過すると、グ
ライドバーの患者側の部分に警告ラインが見えます。この警告ラ
インが見える位置では、ヘッドレストは使用できません。

ロックノブの働きにより、ヘッドレストをどの位置にでも調節することが可能で
す。ロックノブを反時計回りに回してヘッドレストを外してから、適切な位置に
ヘッドレストを合わせます。ヘッドレストを希望の位置に合わせ、ノブを時計
回りに回転して固定します。

ヘッドレストのグライドバーの張力
ヘッドレストが下向きに動いてしまったり、上下しにくい場合は、グライドバー
の張力を調整する必要があります。

張力を調整するには、1/8インチ六角レンチを使います。張力調整ネジを時
計回りに回して抵抗を大きくするか、または反時計回りに回して小さくします。

グライドバー

ロッキングノブ

1/8インチの六角
レンチ 
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車椅子用のヘッドレストポジション
車椅子用にヘッドレストのポジションを調整するには：

1. デンタルチェアーからヘッドレストを取り外します。
2. ヘッドレストを180度回転させてグライドバーを止まるまで背板の中にス
ライドさせます。

3. 必要に応じてデンタルチェアーを旋回させ、背板を完全に直立した位置
にします。

4. 背板を合わせるように、車椅子とデンタルチェアーを配置します。
5. デンタルチェアーを上下に動かして、ヘッドレストの高さを調節します。
6. 車椅子の車輪をロックします。

患者のポジショニング
患者がチェアーに正しく座った状態にするには、チェアーにできるだけ深く
腰掛けてもらうようにします。これによって、腰の支えとヘッドレストを最適な
位置に調節できます。

快適な状態を保つために、患者には前腕をアームレスト上に置くか、体の上
で楽に折りたたむようにしてもらいます。

警告  チェアーを動かすときには、患者がアームレストの後ろや
背板の下に腕を下ろさないように注意してください。
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2ポジションアームレスト
アームレストを邪魔にならない位置に動かして、患者がチェアーに乗り降りし
やすいようにしたり、アームレストを完全に下げてオペレータのアクセス性を
高めたりできます。アームレストを押したり引いたりして、前後の位置に移動さ
せます。

アームレストの回転張力
アームレストが緩くなった場合、または動かしにくい場合は、回転張力を調整
できます。各アームレストを調整するには：

1. カバーの左側と右下側を引いて、チェアーのサイドカバーを取り外します。
調整ネジにアクセスできるように、カバーを引いて邪魔にならないように
します。

2. 5/32インチ六角レンチを使って、アームレストの張力を締めるときは時
計回りに回し、緩めるときは反時計回りに回します。少し調整するだけで、
張力が大幅に増減します。

22

5/32インチ
六角レンチ 

11
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チェアーの旋回ブレーキ
旋回するチェアーは中心から左右に30°の範囲で自由に回転します。チェアー
の旋回ブレーキはチェアーの回転を制限し、治療中にチェアーが動かないよ
うにします。

旋回ブレーキを解放するには、ブレーキレバーを右方向に引きます。ブレー
キをかけるには、ブレーキレバーを左方向にしっかりと引きます。

チェアーの旋回ブレーキの張力
ブレーキがかかっていてもチェアーが左右に旋回してしまったり、ブレーキを
解除しているときに動かしにくい場合には、旋回ブレーキの張力を調整しま
す。張力を正しく調整すれば、ブレーキハンドルを十分効かせるとブレーキハ
ンドルは中央の位置に来ます。調整を行うには次のようにします。

1. ブレーキハンドルを右方向に動かします。
2. チェアーに背板取り付け部がある場合は、チェアーを旋回させて調整ネジ
にアクセスします。

3. 7/64インチ六角レンチを使い、ブレーキ抵抗を強めるには張力調整ネ
ジを時計回りに、緩めるには反時計回りに回します。少し調整するだけで、
張力が大幅に増減します。

7/64インチ六角レ
ンチ 
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クリーニング/保守

バリア保護
A-decでは人為接触面と器具接触面の両方にバリア保護を推奨しています。
人為接触面とは人の手が触れる部分で、歯科治療中に交差汚染を引き起こ
す可能性がある場所を指します。器具接触面とは器具その他の無生物の物
質が接触する場所を指します。

米国では、米国食品医薬品局（USFDA）の定める医薬品適正製造基準
（CGMP）に従って生産されたバリアを使用する必要があります。米国以外
の地域では、医療機器に関するそれぞれの規制に従ってください。

重要  （バリア保護が適用されない、あるいはバリアに支障が生
じた場合の）人為接触面と器具接触面に推奨されるクリーニング
や薬品による滅菌方法については、A-dec器具滅菌取扱説明書 
（P/N 85.0696.05）を参照してください。

張地
A-dec張地の品質を保つには、化学薬品に頼らずに、バリア保護カバーを使
用します。バリアは張地の寿命を大幅に延ばし、高級感のある外観とソフトな
感触を保つのに役立ちます。張地をクリーニングするときは、中性洗剤と水
を使います。装置表面に滅菌剤を使うのは、バリアに支障が生じたとき、また
は張地に目に見える汚れが付いたときだけにしてください。詳細は、A-dec器
具滅菌取扱説明書を参照してください。

注  バリアの適切な使用と廃棄については、バリアメー
カーの指示書を参照してください。

注意  家庭用漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）や、塩素、イ
ソプロピルアルコール（容量基準で25パーセントを超える
もの）、または過酸化水素が含まれるその他の製品を使用
して張地をクリーニングまたは消毒しないでください。劣
化を速め、張地を損傷することがあります。
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ユーティリティ
A-decチェアーマウント式デリバリーシステムのユーティリティは、チェアーの
下の曲線型フロアボックス内にあります。これらのユーティリティの保守につ
いては、システムの使用方法を参照してください。チェアーのみの構成の場
合も、電源コードやコンセントを隠すためのフロアボックスが装備されている
ことがあります。アクセスするには、カバーを持ち上げてフロアボックスのフ
レームを外します。

注意  カバーを取り外したり交換したりする場合は、配線や配管
を損傷しないように注意してください。交換したカバーがしっかり
と取り付けられていることを確認してください。
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仕様

チェアーの最大耐荷重
患者の体重：  181 kg（400 lb）

重要  チェアーの付属品の重量制限、電気的仕様、記号の意味、そ
の他の規制に関する情報については、『規制情報、仕様、および保
証使用方法』（部品番号（P/N）86.0221.05）に記載されています。こ
の文書は、www.a-dec.comのドキュメントライブラリから入手でき
ます。

注  仕様は予告なく変更されることがあります。要件は地域に
よって異なる場合があります。詳細はA-dec取扱店にお問い合わ
せください。

保証
保証に関する情報は、『規制情報、仕様、および保証使用方法』（部品番号
（P/N）86.0221.05）に記載されています。この文書は、www.a-dec.comのド
キュメントライブラリから入手できます。
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