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チパッド上の一定の記号やアイコンは、A-dec, Inc.の専有物です。 
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規制情報および保証
当局から指定された規制に関する情報とA-decの保証については、『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。 

本書をオンラインでご覧になるには、左のQRコ
ードをスキャンまたはタップ、クリックしてくださ
い。すると、a-dec.com/regulatory-guideに
移動します。

製品サービス
製品の保守点検については、最寄りのA-dec正規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

371L A サポート側マウント歯科ライト

372L A Radius®サポート側マウント歯科ライト

374L A 中央キャビネットマウント歯科ライト

375L A 壁／サイドキャビネットマウント歯科ライト

376L A 天井マウント歯科ライト

377L A レールマウント歯科ライト

378L A シミュレータマウント歯科ライト

* 本書に記載されている製品のモデル、バージョン、オプションの中には、一定の地域で入手できな
いものがあります。

http://www.a-dec.com/legal/trademarks
http://www.a-dec.com
http://www.a-dec.com/regulatory-guide
https://www.a-dec.com/regulatory-guide
http://www.a-dec.com
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操作/調節
基本操作

ライトのオン/オフを切り替えるには、タッチレスオン/オフセンサーの下
76 mm（3インチ）以内の場所で手を動かします。ライトがオンにならない場合
は、デリバリーシステムおよび/または椅子の電源が入っていることを確認して
ください。 

注  黒い手袋を着けているとセンサーが反応せず歯科ライトがつ
かないことがあります。白または薄い色の手袋を着けていてライト
がつかない場合は、デリバリーシステムまたはチェアーの電源が入
っていることを確認してください。 

光度の変更方法は、歯科ライトの構成方法によって異なります。 

タッチコントロール機能付きライト
光度を変更するには、タッチコントロールパッドを使用してください。 

タッチコントロール機能のないライト
歯科ライトのタッチレスオン/オフセンサーで、光度を変更できます。ライトは高、
低、オフの順で切り替わります。

タッチレス 
オン/オフセン

サー 
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タッチコントロール機能付き歯科ライトの操作

重要  ここではスタンダードタッチパッドについて説明しています。
その他のタッチ操作については、デリバリーシステムに同梱されて
いるユーザーサポート資料をご覧ください。

歯科ライトの電源オン/オフと光度の変更 
タッチパッド機能付きの歯科ライトの場合：
• lを押してライトをオンにします。
• 光度を変更するには、lボタンを押してください。照明が複合/

低強度モードに設定されているときは、タッチパッドのインジケータライトが
点灯します。

• ライトをオフにするには、lを長押ししてください。

歯科ライト自動オン/オフの設定
タッチパッドのrまたはqを押すと、チェアーの動作が停止した時点で歯科
ライトが自動的に点灯します。oまたはsを押すとライトが消灯します。 
オン/オフ機能を無効または有効にするには、pとlを同時に長押ししてく
ださい。
• ビープ音1回は、機能がオフになったことを意味します。
• ビープ音3回は、機能がオンになったことを意味します。

注  タッチパッド機能がない歯科ライトの場合、歯科ライトボタンを
不注意で押してしまうと、インジケータライトがオンになります。イン
ジケータライトをオフにするには、歯科ライトボタンを長押ししてくだ
さい。お使いの器具構成に固有の追加情報については、最寄りの
A-dec取扱店にご連絡ください。

プログラムモード

歯科ライト  
オン/オフ/光度

治療2治療1

座る/降りる X線/洗浄

スタンダードタッチパッド

インジケータ
ライト

注： タッチコントロール上の記号やアイコンは、A-dec, Inc.の専有物です。
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ライトの機能
複合/低強度モード
複合/低強度モードは、光度を弱めて、光重合コンポジットや密閉剤、接着剤の
早期硬化を防ぎます。

集束範囲
歯科ライトの集束範囲は、口腔から400～750 mm（16～30インチ）で、最適な
照明強度が得られるようになっています。 

可動範囲
3つの回転軸によって、広い可動範囲が実現されています。このため、歯の表
面を確実に照射し、他の装置やスタッフの干渉が最小限に抑えられる位置に
ライトを設置できます。 

前傾チルトの調整
ライトヘッドがその前傾チルト位置を保たない、または前傾が難しい場合
は、7/64インチの六角レンチを使用して前傾チルト張力調節ネジを調整してく
ださい。ネジを時計回りに回すと張力が高まり、反時計回りに回すと張力がゆ
るみます。

注  それ以上の張力を調節するには、取り外しが
必要です。ライトに上記以外の調整が必要な場
合は、最寄りのA-dec取扱店までお問い合わせく
ださい。 
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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、器具などの無生物の物質
が接触する場所を指します。
米国では、米国食品医薬品局（U.S. Food and Drug Administration, 
USFDA）の医薬品適正製造基準（Good Manufacturing Practice, 
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、医療機器に関する各地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器具滅菌ガイド』（部品
番号（P/N）85.0696.05）を参照してください。

注  メーカーが規定しているバリアの使用および廃棄方法
については、バリアの取扱説明書を参照してください。
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歯科用ライトのバリア
ライトハンドル
交差汚染を防ぐため、ライトハンドルにはバリアを使用してください。ハンドル
にはエアシリンジおよびウォーターシリンジ用に設計された同じ形状のプラス
チック製使い捨てスリーブを簡単に取り付けることができます。

ライトシールド

注意  やむを得ない場合を除き、シールドは取り外さないでくださ
い。レンズアセンブリに埃や残屑が入らないよう、シールドにはガス
ケットが装着されています。ガスケットの隙間から液体や埃が入った
場合は、シールドを取り外してクリーニングしてください。ライトのハ
ウジングを傷つけないよう、先の平らな道具を使用してください。シ
ールドを取り外した際には、マルチレンズアセンブリに触れないよう
ご注意ください。また、マルチレンズアセンブリのクリーニングは破
損につながるためお控えください。

バリアを使用すると、治療中も歯科ライトシールドを清潔に保てます。
光質を変化させないバリアフィルムのみを使用してください。A-decで
は、Medicom®製のSafeShield™使い捨てバリアを推奨しています（注文情
報については7ページを参照）。
バリアを使用しない場合は、研磨剤を含まない石鹸と水を柔らかい綿の布に
含ませ、ライトシールドを固定したままの状態で念入りにクリーニングしてくだ
さい。

マルチレンズアセ
ンブリバリア付きライト

のハンドル

シールド
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歯科ライトの保守アイテム
これらの歯科ライトの保守アイテムについては、A-dec取扱店にお問い合わせ
ください。 説明 部品番号

Medicom® SafeShield™  
使い捨てバリア

（10枚入り）

9565

LEDレンズシールドおよび
ガスケット

90.1343.00
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仕様

電源とライトの仕様
電力：  最大15W
集束範囲：  400～750 mm（16～30インチ）
LEDのタイプ： 白色HB-LED、94 CRI
色温度： 白色5,000ケルビン
ライトパターン： 700 mmで高95 mm x 幅145 mm 
  (27.6インチで高3.8インチ x 幅5.7インチ)
ライトの公称照度：

• 高： 25,000ルクス（2,323 fc）
• 複合*/低強度:  8,000ルクス（743フートキャンドル）

熱出力： 51 BTU/時

* 複合モードは業界で認められた用語であり、ISO 9680:2014, 5.2.10基準を満たすことを意図していません。

重要  電気的仕様、記号の説明、ならびにその他の規制要
件に関しては、『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 のリソースセンターから入手できます。 

本書をオンラインでご覧になるには、左のQRコー
ドをスキャンまたはタップ、クリックしてください。す
ると、a-dec.com/regulatory-guide に移動しま
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正規取扱店にお問い合
わせください。

http://www.a‑dec.com
http://www.a-dec.com/regulatory-guide
https://www.a-dec.com/regulatory-guide
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