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規制に関する情報および保証
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、および保証書』（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。

製品の保守点検
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。
保守点検の詳細や正規取扱店の所在地については、www.a-dec.comをご
覧いただくか、A-decまでお電話ください（米国またはカナダ： 
1.800.547.1883、その他：1.503.538.7478）。

本書で取り扱う機種とバージョン

機種 バージョン 説明

511 B 歯科用椅子



86.0761.05 Rev D 1

A-dec 511歯科用椅子 取扱説明書 内容マップ

電源ボタン  ..................................... 2

チェアー停止プレート  ................... 3

フットスイッチ/チェアーの 
コントロール .................................. 4

ヘッドレスト  ................................... 7

アームレスト  .................................. 6

チェアーの旋回ブレーキ  ............... 9

張地の手入れ方法  .......................10

ユーティリティ  .............................11

仕様 ..............................................12

特徴/トピック

内容マップ



86.0761.05 Rev D 2

A-dec 511歯科用椅子 取扱説明書 操作/調節

操作/調節
電源オン/オフ

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、マスタートグルスイッチ
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確認してくださ
い。チェアーの電源がオンになっていないと、マスタートグルスイッチによる
システム電源の制御はできません。

チェアーのみの構成
チェアーのみの構成をご利用の場合は、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。 

電源をオフにすべき状況
省エネ対策と空気漏れ防止のため、1日の診療後や長時間使用しない際に
は電源をオフにしてください。 

マスタートグ
ルスイッチ

オン

オフ

電源ボタン
押し込んだ
状態が電源
オン。
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チェアーの安全機能
A-dec歯科用椅子とシステムには、チェアー停止プレートなどの安全機能が搭
載されており、チェアーの動きが停止したり、チェアーが動作しないことがあり
ます。チェアーの動きが妨害される場合は、次のような原因が考えられます。

• チェアーや接続モジュールの下に障害物がある。

• フットコントロールディスクやレバーが押されている。

• ハンドピースがホルダーに正しくセットされていない。

チェアーが不意に停止した、または動かない場合
上記のような状況になっていないか確認し、問題を解決してください。障害物
が原因で下方向に動かない場合は、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、障害物を取り除きます。

チェアー停
止プレート
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手動操作によるチェアーのポジション調整
重要  A-decのタッチパッドとフットスイッチは、いずれも同じよう
にチェアーを動かすことができます。タッチパッドのコントロール
の詳細については、デリバリーシステム使用方法を参照してくだ
さい。

警告  手動でチェアーを操作したり、プリセットされたチェアーコ
ントロールを使用する際は、必ず予め患者が安全に着席している
ことを確認してください。チェアーの稼働中は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。
プリセット動作の実行中にチェアーを停止するには、フットスイッ
チまたはタッチパッドにあるいずれかのチェアーポジション設定
ボタンを押します。

注  チェアーの高さの上限を変更したい場合は、最寄りの 
A-dec正規取扱店にご連絡ください。

アイコン/機能 動作/オプション

, ベース上昇 ,を長押しすると、チェアーのベースが上昇します。

. ベース降下 .を長押しすると、チェアーのベースが降下します。

> 背板上昇 >を長押しすると、チェアーの背板が上昇します。

< 背板降下 <を長押しすると、チェアーの背板が降下します。

>

<

,

.

ベース上昇

ベース降下

背板降下 背板上昇
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プリセットコントロールによるチェアーのポジション調整
oまたはr、q、sを押して、チェアーをプリセットポジションに動かしま
す。初期設定については、左下の表をご覧ください。

チェアーのプリセットポジションのカスタマイズ
チェアーのプリセットoまたはr、qをカスタマイズするには：

1. チェアーを目的のポジションに合わせます。
2. pを長押しします。ビープ音が1回鳴り、プログラムモードになったことを
示します。

3. 5秒以内に、現在のチェアーのポジションに新たに割り当てたいプリセットア
イコンを押します（たとえば、rを押します）。ビープ音が3回鳴り、新しい
設定が保存されたことを示します。

チェアーのプリセット「X線/洗浄」のカスタマイズ
プリセットsは、初期設定では、チェアーを動かして患者をまっすぐ座ら
せ、X線検査を行ったり、患者がスピットンを使えるようにします。sボタンを
もう一度押すと、チェアーが元のポジションに戻ります。

また、このsの機能を変更し、カスタマイズしたチェアーのプリセットポジシ
ョンとして使用することもできます。機能を変更するには：

1. pとsを同時に3秒間長押しします。
○ ビープ音1回は、sが別のカスタマイズ可能チェアー
プリセットボタンに設定されたことを表します。

○ ビープ音3回は、sがX線/洗浄プリセットに設定されたことを表しま
す（X線/洗浄ポジションと元のチェアーポジションとの間で切り替わ
ります）。

2. sを別のカスタマイズ可能チェアープリセットに設定してあり、それ以外
のチェアーポジションを割り当てたい場合は、上記「チェアーのプリセット
ポジションのカスタマイズ」に記載された手順に従ってください。

アイコン プリセット名 初期設定

o 座る/降りる チェアーを座る/降りるのポジションに動
かします。

r 治療1 チェアーのベースと背板を下げます。

q 治療2 チェアーのベースを下げて
背板を途中まで上げます。

s X線/洗浄 チェアーをX線/洗浄のポジションに動か
します。もう一度押すと、チェアーが元の
ポジションに戻ります。

治療2治療1

座る/降りる X線/洗浄

プログラム・ボタン
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患者が座る前に行うチェアーの準備
アームレストの位置調整

警告  けがをするおそれがありますので、チェアーを動かすとき
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。

アームレストを邪魔にならない位置に動かして、患者が座る/降りるの動作を
しやすいようにしたり、直接作業時のオペレータのアクセス性を高めることが
できます。アームレストを引き上げるか押し下げて、位置を調整してください。

正しい座り方の指示
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
腰掛けてもらいます。これによって、腰の支えを最適な位置に調節し、患者に
とっての快適さを確保できます。 

快適な状態を保つため、患者には前腕をアームレスト上に置くか、体の上で
軽く組むようにしてもらいます。

ヒント  患者がチェアーに座る前に、ヘッドレストを高めの位置
に動かしておきます。これによって、患者はチェアーに深く腰掛け
やすくなります。患者が座ったら、患者が快適に過ごすことができ、
かつオペレータが口腔にアクセスしやすいよう、ヘッドレストを調
整します。

ヒント  患者がチェアーから降りる際に支えを必要とする場合は、
アームレストを動かさず、後方位置のままにしておきます。
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ヘッドレストの位置調整
二重連接型グライド式ヘッドレストは、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、いくつかの機能を備えています。 

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。

ヘッドレストのポジションは片手で簡単に調節できます。調節レバーを押し
て、ヘッドレストの位置を調節します。レバーを離すと、ヘッドレストがその位
置に保たれます。

グライドバー

調節レバー
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車椅子用のヘッドレストの位置調整
車椅子用にヘッドレストの位置を調整するには：

1. 歯科用椅子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. 必要に応じて歯科用椅子を旋回させ、背板を完全に直立した位置にし
ます。

4. 背板同士を合わせるように、車椅子と歯科用椅子を配置します。
5. 歯科用椅子を上下に動かして、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。

ヘッドレストのグライドバーの張力調整
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。

張力の調整には、1/8インチ六角レンチを使用します。張力を強めるには、調
整ネジを時計回りに回します。

1/8インチ六角レンチ
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チェアーの旋回ブレーキの操作
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調整
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、ブレーキを十分利かせたときにブレーキハ
ンドルが中央の位置に来ます。調整を行うには：

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。

調整ネジ

ブレーキハンドル
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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（USFDA: U.S. Food and Drug Administration）
の医薬品適正製造基準（CGMP: Good Manufacturing Practice）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器具滅菌取扱説明書』
（部品番号（P/N）85.0696.05）を参照してください。

張地の寿命の延長
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、食器用中性洗
剤と水を使用します。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。詳細に
ついては、『張地メンテナンスガイド』（部品番号（P/N）86.0501.05）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。

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。

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
が速まり、張地が損傷を受けることがあります。
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ユーティリティへのアクセス
注意  カバーを取り外したり交換したりする場合は、配線や管が
損傷しないように注意してください。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。

チェアーのユーティリティは、チェアーの下の曲線型フロアー・ボックスの中
にあります。通常は、電源コンセントのほか、空気や水、バキュームをつなぐシ
ステム接続部がこれに含まれます。アクセスするには、カバーをフロアボック
スのフレームから持ち上げて外します。保守については、最寄りのA-dec正規
取扱店にお問い合わせください。

曲線型フロアー・
ボックス
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仕様

チェアーの最大耐荷重
患者の体重： 227 kg（500ポンド）

重要  チェアーの付属品の重量制限、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
証書』（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。

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。
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