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新型コロナウイルスパンデミックが沈静化後の、診療
再開の準備にあたって、A-dec チェアに関しては以下の
ことをご考慮下さい。 

診療における全般的なこと：
 � 厚生労働省や都道府県などのガイドラインに適合するように、最新の方針や指示などをご

確認ください。
 � ここに記されているヒントは、A-dec 製品のみを 対象としています。 また、当社製品だけで

なく、メーカーの使用説明書の記載事項に従ってくださいますようお願い申し上げます。
 � 機器を起動する前に、室内が通常の温度環境であることをご確認ください。
 � 極度の温度変化は機器の性能に影響を与える可能性があります。
 � 再開に際しては、患者さんの診療後や定期的に行っているように、診療用の各設備・器具を

清掃・消毒・滅菌など行ってください。操作用のボタンなど、皮膚が接触する箇所について
は特に忘れずに行ってください。 （詳細につきましては、下記の参考資料へのリンク先をご
参照ください。）

 � コンプレッサーやバキュームシステムの電源を入れる前に、機械室の装置についても各メ
ーカーからの注意・推奨事項をご確認ください。 

 � 可能であれば、A-dec Equipment Maintenance Checklist など下記の参考資料も あわせて
ご参照ください。（詳細につきましては、下記の参考資料へのリンク先をご参照ください。）

 � すべての設備・機器で様々な機能を試し、入念に動作確認を行ってください。
 � A-dec製品が適切に動作していない場合、または動作に関するご質問が生じた 場合は、最

寄りのA-dec 取り扱い業者に連絡するか、日本国内では、Ivoclar Vivadent 株式会社にご連
絡ください。, Ivoclar Vivadent 株式会社　電話：03-6801-1309 電子メール： 
MBJPADEC@ivoclarvivadent.com

A-decリソースにある参考資料 （a-dec.comのリソースセンターにアクセス）：

A-dec Equipment 
Maintenance Checklist  
(英語版のみ)
定期的な機器メンテナンスに関す
る基本的なチェックリストです。

A-dec Equipment Asepsis Guide 
(英語版のみ)
A-dec機器に関して (特に接触面
の) 衛生管理ガイドラインが記され
ています。

A-dec Upholstery 
Maintenance Guide  
(英語版のみ)
A-decチェアの座面のケアについ
て記されています。
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チェアと無影灯：
 � ベースプレートにあるチェアの主電源ボタンが on であることを確認してください。 

 � 無影灯のオンとオフを切り替えたり、さまざまなライトモードを切り替えたりして作動が正常
か確認してください。

A-decリソースにある参考資料 （a-dec.comのリソースセンターにアクセス）：
A-dec Dental Chair Instructions 
for Use  (英語版のみ)
チェアについての使用説明書です。

A-dec Upholstery 
Maintenance Guide  
(英語版のみ)
A-decチェアの座面のケアについ
て記されています。

A-dec Dental Light Instructions 
for Use (英語版のみ)
無影灯についての使用説明書です。

デリバリーシステムと水回りのメンテナンス：
A-decでは、診療を再開する前に、デリバリーシステムを含むユニットの水回り (ウォーター
ライン) でショック処理 (機器に損傷を与えないような洗浄剤による) を行うことをお勧めし
ます。

 � すべてのボトルを徹底的に清掃してください。
 � 米国ではEPA承認の製品を使用してショック処理を行います。米国外で診療をされている場

合は、推奨事項についてA-dec正規代理店に お問い合わせください。
 � 米国では、A-dec が推奨するウォーターライン メンテナンス手順に基づいて、A-dec ICX®タブ

レットの使用を再開します。 （詳細につきましては、下記の参考資料へのリンク先をご参照
ください。）

 � 歯科用ユニットの水質を定期的にチェックしてください。 (可能であれば、 下記リンク先にあ
る A-dec Waterline Maintenance Guide (英語版のみ)を ご参照ください。

 � A-dec Equipment Maintenance Checklist (英語版のみ) 中のデリバリーシステムに 関連する
各定期メンテナンス項目に従ってください。（詳細につきましては、下記の参考資料へのリン
ク先をご参照ください。）

A-dec リソースにある参考資料 （a-dec.com のリソースセンターにアクセス）：
A-dec Self-Contained Water 
System Instructions for Use 
(英語版のみ)
A-dec内蔵型給水システムについて
の包括的なユーザーガイドです。

A-dec Delivery System 
Instructions for Use  
(英語版のみ)
A-dec デリバリーシステム (ドクタ
ーテーブル) についての使用説明
書です。

A-dec Waterline Maintenance 
Guide (英語版のみ)
A-decチェアの水回りメンテナンスに
関する包括的なユーザーガイドです。

A-dec Equipment 
Maintenance Checklist  
(英語版のみ)
定期的な機器メンテナンスに関す
る基本的なチェックリストです。
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診療アシスタント用の機器・器材：
 � 通常行われているバキュームシステムクリーニングの手順で、すべてのバキュームラインを

洗浄してください。（もし、ICV®バキュームラインクリーニング システムを備えた A-decキャビ
ネットがある場合は、 Treatment and Sterilization Room Cabinets Tips (英語版のみ) に詳細
が記されています。）

 � A-decが推奨する洗浄手順を、すべての大容量のエバキュエーター (HVE)、 唾液エジェク
ター (SE)、 エア/水シリンジ、 および固形物トラップ それぞれの コンポーネントで実行しま
す。 （詳細につきましては、下記の参考資料へのリンク先をご参照ください。）

 � エア/水シリンジの作動をテストします。エア漏れ/水漏れを検出した場合、またはボタンを
離してもエア/水流がすぐに止まらない場合は、シリンジのOリングとボタン弁アセンブリを
交換/潤滑します。

 � A-dec Equipment Maintenance Checklist (英語版のみ) 機器メンテナンスチェックリストで、
アシスタントの計装に 関連する各定期メンテナンス項目に従ってください。（詳細につきま
しては、下記の参考資料へのリンク先をご参照ください。）

A-dec リソースにある参考資料 （a-dec.com のリソースセンターにアクセス）：
A-dec Assistant’s Instrumentation 
Instructions for Use (英語版のみ)
診療アシスタント側にある機器の使用
説明書です。

A-dec Syringes Instructions 
for Use (英語版のみ)
シリンジに関する使用説明書です。

ハンドピースなど：
お使いの機器使用説明書の記載事項に従ってください。

 � 密閉ポーチに入った機器 (=滅菌処理されたもの) を検査してください。 封が少しでも損な
われている場合は、再度滅菌処理をしてください。

 � 目視によって各機器が清潔で良好な状態であることを確認してください。
 � それぞれのハンドピースについて動作確認を行ってください。エアおよび水の出方につい

ても確認してください。

A-dec リソースにある参考資料 （a-dec.com のリソースセンターにアクセス）：
Handpieces and Motors 
Instructions for Use 
(英語版のみ) 
ハンドピース等の使用方法などが
記されています。
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