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機器

HOSE MX2 400 GREY

参照番号 1600700-001
HOSE B-MX2 GREY

参照番号 1600762-001

HOSE MX2 400 GREY 20.2x40

参照番号 1600809-001

HOSE B-MX2 GREY

参照番号 1600989-001

オプションのアクセサリ

O-RING3.20x0.60

参照番号 705.02.31-010

O-RING4x0.6

参照番号 705.01.77-010

O-RING1.5x0.75

参照番号 705.02.62-010

COUPLINGSOCKET BB-MX2

参照番号 1600753-001

MAINT SPRAYNET

参照番号 1600036-006
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日本語 使用説明書

1 記号
1.1 使用される記号の説明

記号 説明 記号 説明

製造業者。 カタログ番号。

CEマークと通知機関番号
オペレーターマニュアル、

取扱説明書。

警告：安全に関する指示に適切に従わなかった場

合、重傷を負ったり、デバイスに深刻な損傷を与えた

りする可能性がある危険。

医療機器。

注意：安全に関する指示に適切に従わなかった場

合、軽度または中度の怪我をしたり、デバイスに損傷

を与えたりする可能性がある危険。

欧州共同体内のEC正式代表者。

保護手袋を着用してください。 バッチコード

UDI (固有のデバイス識別) を含む製品情報のデータ

マトリックスコード。
温度制限。

湿度制限。 大気圧の制限。

雨に濡れないようにしてください。
回収/リサイクルが可能であることを示す一般的な記

号。

警告：連邦法 (米国) に従い、このデバイスは、認定さ

れた開業医の推薦を得た場合のみ販売することがで

きます。
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2 製品の特徴と
使用目的
2.1 製品の特徴
Bien-Air Dental SA が製造する医療機
器。

種類

HOSE MX2 400 GREY

回転コネクタ付き( ± 200°)

HOSE B-MX2 400

回転コネクタ( ± 200°) 付き、機器へのバ
ヨネット接続

HOSE MX2 400 GREY 20.2x40

回転コネクタ( ± 200°) 付き、長い留め具
での機器へのバヨネット接続

HOSE MX2 400 GREY

回転コネクタ付き( ± 200°) 、2.2 メートル
のホース

説明

ホースはモーターをコンソール/ボードに接
続するために必要なアクセサリです。

2.2 分類
医 療 機 器 に 関 す る 欧 州 指 令
93/42/EEC に準拠したクラス IIa。本医
療機器は、現行の法律に準拠していま
す。

2.3 使用目的
歯の修復、予防、歯内治療、歯列矯
正を含む一般歯科で使用を目的とした
製品。

対象ユーザー

専門家による使用のみを目的とした製
品。資格のある歯科スタッフのみが使用
できます。

米国での注意事項：米国連邦法によ
り、本機器は歯科医が注文した場合に
のみ販売されます。

使用環境

対象となる EM 環境 (IEC 60601-1-2 に
準拠) は、専門的な医療施設環境で
す。

警告

このデバイスを意図されている以外の用
途で使用することは禁止されています。
用途以外で使用すると、危険が生じる
可能性があります。
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3 警告と
使用上の注意
この医療機器は、労働安全衛生および
事故防止対策に関する施行されている
法的規定、およびこれらの使用説明書
に従って専門家が使用する必要があり
ます。

これらの規定に従い、ユーザーは、完全
に機能するデバイスのみを使用する責
任があります。

不規則な動作、過度の振動、異常な
加熱、異常なノイズ、またはデバイスの
誤動作を示唆するその他の兆候が発
生した場合は、直ちに作業を中断する
必要があります。

そのような場合は、Bien-Air Dental SA
公認の修理センターにお問い合わせくだ
さい。

警告

汚染された、または汚染されている可能
性のある医療機器を使用またはメンテ
ナンスを行う医療関係者は、個人用保
護具 ( 手袋、ゴーグルなど) の着用な
ど、一般的な予防措置に従わなければ
なりません。先の尖った鋭利な器具は、
細心の注意を払って取り扱う必要があり
ます。

警告

IEC 60601-1:2005+A12012/附属書 G に
よると、電気が流れている機器 (モー
ター、制御装置、連結器、留め具) は、
以下の場合に限り、爆発性または可燃
性の混合麻酔薬が患者に投与される
医療環境で安全に使用することができ
ます。

1. モーターと麻酔呼吸回路の距離が
25cm を超えている。

2. 患者への麻酔薬の投与と同時にモー
ターが使用されない。

警告

ホースを使用して機器やカートを引っ張
らないでください。このような誤った使用
方法をすると内部ワイヤ/外部シースが
損傷する可能性があります。

警告

自分自身、患者、または第三者が感
染するリスクを避けるために、適切なサ
ポートを受けてください。

注意

デバイスの寿命をできる限り長く保つに
は、乾燥し、浄化された圧縮空気を使
用する必要があります。コンプレッサーと
ろ過システムを定期的にメンテナンスし
て、空気と水の品質を維持します。ろ過
されていない硬水を使用すると、チュー
ブ、コネクタ、スプレーコーンが早く詰まり
ます。

注 :これらの指示に含まれる技術仕様、
図、および寸法は、単に目安として示さ
れています。これについてのクレームは受
付しかねます。

詳細については、裏表紙に記載されて
いる住所のBien-Air Dental SAにお問い
合わせください。

6



J
P
N

4 説明
4.1 概要

図 1

(1) モーターコネクタ

(2) シース

7

図 . 1



4.2 組み立てと準備

使用されるピクトグラム

指示された方向へ動かします。 指示された方向へ完全に停止するまで動かします。

1. ホースを(MX2 コネクタータイプを使用して) モーターに接続し、ホーススリーブをモー

タースリーブに完全にねじ込みます (図 2 & 図 3) 。
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図 . 2 図 . 3
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4.3 本機器のソケットの取り付け
図 4-7

l 壁掘削直径：Ø 18 mm ± 0.2
l 壁の最小厚さ1.5 mm
l 壁の最大厚さ6 mm
l ラグの隙間を機械加工します (図 4)。
l ナットを締めます (最大 150 Ncm)
l 機器側にある回転防止切り込み入り、Ø 18 mm の穴用のクイックコネクタ。標

準の長さ60 cm、参照番号 1600753-001。

図 . 4 図 . 5

図 . 6 図 . 7
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図 . 8

4.4 アッセンブリMX2-400
図 8

ワイヤとチューブは元の配置を維持します。金属製の補強リング (参照番号

004.26.26) をチャッキングゾーンにセットします (図 8a)。
安全コードを握ります (図 8b)。
チューブに紐が付いていない場合は、コイルホースを除く、赤または茶色のワイヤを選

択し、安全コードを取り付けて、水管やチューブが曲がらないようにします (図  8b)。牽
引耐性：最大 60 N

説明 図 8

1. Ø 1.5/2.5 mm 緑：ウォータースプレー

2. Ø 1.5/2.5 mm 白：エアスプレー

3. A 相モーター、青

4. B 相モーター、赤

5. C相モーター、黒

6. + ライト、茶

7. -ライト、オレンジ

8. Ø 2.8/4.1 mm 白：空冷モーター

9. 安全コード

10. シース
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4.5 アクセサリ

回転コネクタ用 ( ± 200°) ( 図 9 & 10) ：O リング接続 参照番号 1300368-010 および
1300406-010。

図 . 9 図 . 10

バヨネット接続の場合 ( 図 11 ) ：O リング接続 参照番号 1300367-010 および
1300368-010。

図 . 11



4.7 性能
ホースの性能に関する情報はありません。MOT MX2 マイクロモーター (REF 1600677-
001) のIFU を参照してください。

4.8 操作条件

操作条件

温度制限： +10°C /+35°C

相対湿度制限： 30%～80%

空気圧制限： 700hPa～1060hPa

12

4.6 技術データ

注意

これらのホースは、5バール(500 kPa、72 psi) より高い圧力には適しません。

標準の長さ(参照番号 1600700-001、1600762-001、1600809-001)

1.70 m

特殊な長さ(参照番号 1600781-001)

2.20 m

詳細については、MOT MX2 マイクロモーター (参照番号 1600677-001) の技術データ
を参照してください。
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5 クリーニングと保守
5.1 メンテナンス- 一般情報

注意

l 滅菌不可
l ホースを消毒液に浸さないでください( コネクタを消毒液に完全に浸さないでくだ

さい)
l 超音波クリーナーを使用しないでください

5.2 クリーニング
水道水か脱塩水 (脱イオン水) に濡らした、またはタンパク質や血液を落とす製品に
浸した清潔な布で汚れを取ります。

5.3 消毒
表面の汚れを適切に落としたら、塩化ジデシルジメチルアンモニウムクロライド、第四
級アンモニウム塩、または中性酵素が成分の適切な消毒剤を使用して消毒しま
す。

5.4 すすぎ
水道水または殺菌した脱塩水 ( 脱イオン水) に濡らした清潔な布で消毒剤の残留
物を拭き取ります。

5.5 乾燥

ホースの外側にSpraynetを吹きかけ、不織布で余分な液を拭き取ります。アセトン、
塩素、またはブリーチが含まれる製品を使用しないでください。

5.6 梱包と保管

保管

温度制限： 0°C/+40°C

相対湿度制限： 10%～80%

空気圧制限： 650hPa～1060hPa

雨に濡れないようにしてください
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機器は必ず乾燥した無塵の場所に保管してください。温度は必ず 55°C (131°F) を
超えないようにしてください。

注意

医療機器が冷蔵保存されていた場合は、使用前に室温まで温めます。

5.7 保守
Bien-Air Dental SA は、ホースを2 年ごとに交換することを推奨します。

6 輸送&廃棄
6.1 輸送

輸送

温度制限： -20°C /+50°C

相対湿度制限： 5%～80%

空気圧制限： 650hPa～1060hPa

雨に濡れないようにしてください

6.2 廃棄

本機器の廃棄は、現行の法律に従って行う必要があります。
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7 一般情報
7.1 保証条件
Bien-Air Dental SA は、オペレーターに対し、すべての機能上の欠陥、材料、または
製造上の欠陥を保証します。

保証期間は次のとおりです。
l 請求書発行日から12 ヶ月。

クレームが認められた場合、本保証に基づき、Bien-Air Dental または権限を与えら
れたその代表者は、無料で製品の修理または交換を行い、会社の義務を果たしま
す。
いかなる種類のその他のクレーム、特に損傷や怪我のクレーム、および以下により生
じた損害は保証されません。

l 過度の摩耗
l 使用頻度が低いまたは不適切な使用
l 保守、組み立て、またはメンテナンスの指示に従わなかった場合
l 異常な化学的、電気的または電解的影響による損傷
l 空気、水または電気の誤った接続

注意

Bien-Air Dental SA から権限を与えられていないサードパーティーが不正に保守を
行ったまたは変更を加えたことによる損傷およびその結果に対する保証は無効となり
ます。保証請求は、製品に請求書または納品書のコピーが添付されている場合にの
み考慮されます。購入日、製品参照番号、シリアル番号の情報を明記する必要が
あります。



  Bien-Air Dental SA

Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other adresses available at

www.bienair.com

  Bien-Air France Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945 

94110 Arcueil 

France
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