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iOptima 取扱説明書

アプリケーションは第 6 世代以降の iPod touch® と互換性があります

Rx のみ

1 記号
1.1 iOptima ユニットに関する記号
記号

記号

製品仕様

CE マークおよび認証機関の番号。

非電離電磁放射線（60417）。

メーカー。

交流電流。

REF

製品番号。

メインスイッチ－電源 OFF。

SN

シリアルナンバー。

メインスイッチ－電源 ON。

注意 ! 米国連邦法に基づき、本製品の販売及
び使用は医師又は歯科医師に限定されていま
す。

通知音。

リサイクルすべき電気または電子部品。

矢印方向へ完全に止まるまで動かす（回す）こと
を表す。

製品の正しい使用方法については添付資料を参
照してください (https://dental.bienair.com/
en_ch/support/download-center)。

4 穴コネクタ（ライト用電源付）。

再利用可能な材料。

4 穴コネクタ。

注意：安全上の指示に正しく従わない場合、軽
度または中等度の傷害やデバイスの破損を引き
起こす危険性を示します。

警告：安全上の指示に正しく従わない場合、重度
の傷害やデバイスの破損を引き起こす危険性を示
します。

Rx Only

MD
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製品仕様

医療機器。

1.2 iOptima 付属品に関する記号
製品仕様

記号

CE マークおよび認証機関の番号。

メーカー。

REF

製品番号。

MD

医療機器。

製品仕様
リサイクルすべき電気または電子部品。

SN

シリアルナンバー。

B 形装着部。

JPN

記号
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図. 1

2 仕様、用途および表記
2.1 製品の特長
iOptima
既存の歯科用ユニットに、後付けタイプのユニットを取り付
け、高性能な MX2 ブラシレスマイクロモータを使用することが
出来る電子制御システムです。iPad mini® または iPod touch®
を操作パネルとして、使用するユニークなシステムです。
ユニットに iPod touch®/iPad mini® を iOptima 本体に接続す
ると自動的に電気が供給されます。治療中に ( 電力：32Vdc)、
iPod touch® のバッテリー電力を消費することはありません。
接続中はiOptimaからiPod touch®のバッテリーに充電します。
治療前の準備として、iPod touch® にインストールされた
iOptima アプリケーションを操作し、一般歯科治療または根管
治療の各パラメータを選択します。
iOptima アプリケーションは、各治療ステップ、ハンドピース
のギア比、回転速度、トルク値、ライト照度、フットペダルの
操作モードおよび回転方向を表示します。iOptima アプリケー
ションは、アップル社のオペレーティングシステム（iOS と
iPadOS）と、互換性があります。
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⚠ 注意
治療モードには、アプリケーションに治療パラメータ
( コントラギア比、トルク値、回転速度等 ) が事前に治療例と
してプログラミングされていますが、治療の際にはファイル製
造メーカが指定する個々のファイルの使用説明書に従って使
用してください。

2.2 使用目的
iOptima システムは歯科医院および病院で、歯科修復、歯内治
療、歯科予防、および歯科矯正に使用する目的で、専門医を対
象に製造されています。
図. 1
iOptima システムは iPod touch® に接続して MX2 マイクロモー
タを制御します。
本製品は本来の用途以外での使用は一切認められておらず、本
来の用途以外で使用した場合、危険を招くおそれがあります。
（注 . 1 参照）

2.3 表記

注
1

この取扱説明書に記載の技術仕様、イラスト、寸法は、あ
くまで参考として提供されるものです。それらはいかなる
申し立ての対象とはなりません。メーカー側は、これらの
取扱説明書に修正を加えることなく、その機器類に対し技
術的な改良を加える権利を有します。追加情報全般に関し
ては、裏面に記載の住所にあるビエン・エア・デンタル社
にご連絡ください。

JPN

• A、B、C などのアルファベット表記は、段階を追って行う
手順を示します。
•  の矢印マークは手順の次のステップに移行したことを
表します。
• (1)、(2)、(3) で示した数字は、システムの概要の図の番
号と一致します。
• OK, Settings などの太字の文字は、画面上のボタン、
メニュー、メニュー項目、数値、などを表します。
Settings ( 設定 ) をタップして Settings ( 設定 ) 画面を開き、
パラメータを変更したら、Done ( 完了 ) をタップします。
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3 使用上の注意および警告
⚠ 注意
iOptima ユニットは、爆発性雰囲気 ( 麻酔ガス ) 内での使用
を想定した設計にはなっていません。

注

⚠ 注意
感電を回避するため、iOptima ユニットは必ずアースを取った
電源ネットワークに接続してください。

⚠ 注意
iOptima の電源プラグは問題が発生した際に電源を切るための
装置ですので、常にすぐに手が届く場所に配置してください。

⚠ 警告
決して動作中のマイクロモータにハンドピースを接続しない
でください。

⚠ 注意
マイクロモータのホースが曲がっていないことを確認します。

⚠ 警告
使用中は iOptima ユニットから iPod touch® を取り外さないで
ください！

⚠ 警告
歯科治療手順の中に含まれるパラメータは参考値としてのみ
記載されています。
Bien-Air Dental SA はこれらの数値に対する責任を負いかね
ます。
（注 .1 参照）
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1

事前に定義されたパラメータは予告なく変更される場合
があります。

4 製品仕様
4.1 iOptima システムの概要
iOptima システムは以下で構成されています。
• iOptima ユニット (3):iPod touch® (4) 専用ライトニング端子付き
• MX2 マイクロモータ (12)
MX2 マイクロモータ用ホース (10, A)
• 圧縮空気供給用 4 穴ホース接続部 (6, B)
• 電源 (2) および電源コード (C)

2

1

3

4

C

5

6

7

A

B

C

10

9

8

A

iOptima
B

13
11

12

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

電源コード
電源 (C)
iOptima ユニット
iPod touch®（セットには含まれません）
MX2 マイクロモータホース アウトプット (A)
4 穴ホース接続部（歯科ユニットからのホース (B) を接続
する。）
(7) 電源インプット コネクタ（ロック付き）(C)

(8) 主電源スイッチ
(9) MX2 マイクロモータ用ホース（コネクタ A へ接続）
(10) iOptima ステータスライト（電源オン時は緑）
(11) MX2 マイクロモータ
(12) ハンドピース *（セットには含まれません）
(13) 歯科用ユニット側ホルダー & フットペダル（B）
（セットには含まれません）

* 適用機器 （IEC 60601-1 準拠）

JPN

図. 1
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4.2 iOptima システム機能一覧
iOptima の機能および技術的特徴の要約。

.

製品

使用機器

基板名

付属モータ

歯周病

一般歯科治療

根管治療

iOptima

iPod
touch®

DMX2

MX2

-

X

X

4.3 セット内容
4.3.1 iOptima システム
iOptima MX2 マイクロモータ付セット内容
（製品番号 1700563-001）
名称

製品番号

iOptima ユニット（1 台）

1600926-001

MX2 マイクロモータ（1 個）

1600677-001

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600762-001

電源（1 個）

1501938-001

電源コード、スイス国用：2.0m(1 本 )

1300065-001

電源コード、ヨーロッパ用：2.5m(1 本 )

1300066-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

iOptima ブラケット

1501988-001

-

-

予防
X

名称

製品番号

電源コード、ヨーロッパ用：2.5m(1 本 )

1300066-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

iOptima MX2 マイクロモータなしセット内容
（製品番号 1700547-001）
名称

製品番号

iOptima ユニット（1 個）

1600926-001

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600762-001

電源（1 個）

1501938-001

電源コード、スイス国用：2.0m(1 本 )

1300065-001

電源コード、ヨーロッパ用：2.5m(1 本 )

1300066-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

4.4 オプション

iOptima MX2 マイクロモータ付セット内容
（製品番号 1700544-001）
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サージェリー インプラント

名称

製品番号

iOptima ユニット（1 台）

1600926-001

MX2 マイクロモータ（1 個）

1600677-001

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600762-001

電源（1 個）

1501938-001

電源コード、スイス国用：2.0m(1 本 )

1300065-001

名称

製品番号

洗浄スプレー「スプレーネット」
500 ml、6 缶入り 1 箱

1600036-006

保護等級
IP 40 ( 直径 1.0mm 以上の固形物体が内部に侵入しない )

4.5 テクニカルデータ
サイズ (L x W x H)
iOptima ユニット .............. 125 x 145 x 75 mm
iOptima ユニット （iPod を含む）125 x 145 x 160 mm
MX2 ホース .................... C 1.7 m
MX2 マイクロモータ............. Ø 21 x L 73.5 mm
電源 .......................... 130 x 75 x 45 mm
重量
iOptima ユニット .............. 0.4 kg
電源 .......................... 650 g
MX2 マイクロモータ............. 94 g
電気および圧力データ
電圧 ..........................
周波数 .......................
公称電力 ......................
最大入力電力 ..................
最大圧縮空気圧 ...............
最小圧縮空気圧 ...............

100/240 VAC
47/63 Hz
90 W
160 W
5 bar / 72.5 psi
3 bar / 43.5 psi

環境条件
使用環境

気温

+10°C（50°F）～
+25°C（77°F）

-25°C (-13°F) ～
+70°C (158°F)

相対湿度

30% ～ 80%

30% ～ 80%

気圧

700 hPa ～ 1060 hPa

500 hPa ～ 1060 hPa

0 ～ 3,048 m
（0 ～ 10,000 ft)

エラーリストおよびトラブルシューティング
69 ページの「18 エラーリストおよびトラブルシューティング」
を参照してください。
重要： iOptima に付属するマイクロモータ及びホースの使
用方法については各取扱説明書 (IFU) をご覧ください。
製品

マイクロ
モータ

IFU 番号

ホース

IFU 番号

iOptima

MX2 LED

2100199

MX2

2100223

輸送及び保管条件
（保管期限：max 15 週間）

環境条件

高度

メモリ
• 治療モード
ユーザーが任意に設定した 20 パターンの治療パラメー
タを保存できる。
• 根管治療（エンドモード）
ユーザーが設定した 10 ブランドを保存可能
ブランド毎に 10 システムを保存可能
各システムのファイル毎に速度およびトルク値の設定が
可能（各システム毎、最大 8 ファイル）

-

⚠ 注意
使用環境範囲外で iOptima を使用しないでください。

絶縁クラス
IEC 60601-1 クラス I（感電から保護されている機器）
。

JPN

分類
欧州指令 93/42/EEC に準拠したクラス IIa。
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4.6 環境保護および廃棄方法

機材の廃棄、再利用は必ず有効な法令に従って行ってください。

本製品はリサイクルが義務付けられています。
電気・電子部品には健康や環境に被害を及ぼす危険物が含まれ
ている場合があります。ユーザーは本製品を販売業者に返却す
るか、該当する機器の機器の回収および処理の認可を受けた機
関に直接連絡を取って処理してください。
（欧州指令 2012/19/
EU）。

4.7 賠償責任の制限
Bien-Air Dental SA は iPod touch®® の使用・故障に対する責
任は
一切負いません。
必ずアップル社が規定する条件を順守してください。
デンタルユニットが最適な環境で操作できるよう、アプリケー
ションは iOptima アプリケーションのバリデーションで認証
された iOS でのみ使用してください。
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4.8 iOptima の電磁両立性 ( 技術説明 )
4.8.1 電磁互換性についての警告
対象となる電磁環境（IEC 60601-1-2 ed. 4.0 に基づく）は専門的医療施設環境です。

⚠ 注意
iOptima は IEC 60601-1-2 による EMC の必要条件に準拠しています。本装置付近での無線伝送端末や携帯電話などの使用は、性能
に影響を及ぼす可能性があるためおやめください。本装置は、高周波の手術機器、磁気共鳴画像装置（MRI）、およびこれに類する
電磁妨害度の高い機器の近くでの使用には適しません。使用する際は必ず、付近に高周波ケーブルがないことを確認してください。
不確かな場合は、技能資格者またはビエン・エア・デンタル社に連絡してください。
高周波の手術機器や同等の機器などのような強い放出源を使用する際は、本ユニット付近に高周波ケーブルがないか特に注意しな
ければなりません。不確かな場合は、技能資格者またはビエン・エア・デンタル社に連絡してください。
ポータブル RF 通信機器（アンテナ ケーブル、外部アンテナなどの周辺機器を含む）は、メーカーが規定するケーブルを含め、
iOptima から 30 cm（12 インチ）以上離して使用してください。この距離が確保されていなければ、機器の性能が低下する可能性
があります。

⚠ 注意
交換用としてビエン・エアが販売する変換器およびケーブルを除く、指定外の付属品、変換器、ケーブルを使用した場合、電磁波
放出量の増大または電磁波耐性の低下を引き起こす可能性があります。

⚠ 注意
本ユニットは他の装置と隣接、または積み重ねて使用することを想定しており、実際の使用環境において正常に動作するかどうか
を確認する責任はそのデンタルユニットのメーカーにあるものとします。

4.8.2 電磁互換性 – 電磁波放出量および電磁波耐性

放出試験

適合性

電磁環境 - 手引き

RF エミッション
CISPR 11

グループ 1

iOptima は内部機能のためにのみ高周波エネルギーを使用します。そのため、
高周波の放出レベルは非常に低く、付近の電子機器との干渉を引き起こす恐れ
はありません。

高周波の放出
CISPR 11

クラス B

高調波放射
IEC 61000-3-2

クラス A

電圧変動 IEC 61000-3-3 に
よるエミッション

適合

iOptima は住宅や住宅供給用の公共低電圧電源網に直接接続している建物など、
すべての建物内での使用に適しています。

JPN

指針および製造業者の宣言－ 電磁エミッション
iOptima は下記の電磁環境下で使用してください。
iOptima のユーザーは、確実に以下の環境において使用してください。
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指針および製造販売業者の宣言 - 電磁イミニティ
iOptima は下記の電磁環境下で使用してください。iOptima のユーザーは、確実に以下の環境において使用してください。
耐性試験

IEC 60601 試験レベル

準拠レベル

電磁環境 - 手引き

静電
放電（ESD）
IEC 61000-4-2

±8 kV 接触
±2 kV 気中
±4 kV 気中
±8 kV 気中
±15 kV 気中

±8 kV 接触
±2 kV 気中
±4 kV 気中
±8 kV 気中
±15 kV 気中

床は木製、コンクリート製、またはセラ
ミックタイルであること。合成素材で覆わ
れた床の場合は、相対湿度が 30% 以上で
あること。

電子高速
過渡バースト
IEC 61000-4-4

±2 kV 電源
線
±1 kV（その他のライン
の場合）

±2 kV 電源
線
±1 kV
入力／出力

主電源の品質は標準的な商業環境または病
院環境用のものであること。

サージ
IEC 61000-4-5

±0.5 kV 線から線
±1 kV 線から線
±0.5 kV 線からアース
±1 kV 線からアース
±2 kV 線からアース

±0.5 kV 線から線
±1 kV 線から線
±0.5 kV 線からアース
±1 kV 線からアース
±2 kV 線からアース

主電源の品質は標準的な商業環境または病
院環境用のものであること。

電源入力線の電圧低下、
短時間停電、電圧変動
IEC 61000-4-11

15

0%UT 0.5 サイクル間
（0°, 45°, 90°,
135°,180°, 225°,
270°,315°)

0%UT 0.5 サイクル間
（0°, 45°, 90°,
135°,180°, 225°,
270°,315°)

0% UT 1 サイクル間
70% UT 25/30 サイクル間
（0°）

0% UT 1 サイクル間
70% UT 25/30 サイクル間
（0°）

主電源の品質は標準的な商業環境または病
院環境用のものであること。iOptima INT
のユーザーが主電源の干渉が発生している
時に作業を続ける必要がある場合、干渉を
受けない電源またはバッテリーから
iOptima の電源を取ることを推奨します。

電源周波数磁界（50/60
Hz）
IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

電源周波数磁界は、標準的な商業環境また
は病院環境の標準的な場所の特性レベルで
ある必要があります。

RF 電磁界によって誘導
される
伝導妨害
IEC 61000-4-6

3 VRMS
0.15 MHz から 80 MHz
6 VRMS（ISM 周波数帯）
0.15 MHz から 80 MHz
80 %AM（1 kHz）

3 VRMS
0.15 MHz から 80 MHz
6 VRMS (ISM およびアマ
チュア無線周波数帯 )
0.15 MHz から 80 MHz
80 %AM（1 kHz）

電磁場調査a によって決定される固定され
た RF 通信機からの磁界強度は、各周波数
範囲の適合レベル以下にしてください。
この記号のある設備付近では干渉が起きる
場合があります：

放射 RF 電磁場
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80 % AM（1 kHz）

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80 % AM（1 kHz）

耐性試験

RF 無線通信機器からの
近接場
IEC 61000-4-3

IEC 60601 試験レベル

準拠レベル

電磁環境 - 手引き

試験周波数
[MHz]

最大出力 [W]

耐性試験レベル
[V/m]

385

1.8

27

450

2

28

710、745、780

0.2

9

810、870、930

2

28

1720、1845、
1970

2

28

2450

2

28

5240、5500、
5785

0.2

9

距離：0.3 m

注意 : UT は試験レベル適用前の交流電源の電圧です。
IEC 60601-1 に基づく基本性能：基本的な性能は LED の視覚的照度とモータの速度を維持することです。最大速度の偏差は
±5% です。
a. 理論上、無線基地局（携帯電話、コードレス電話）、陸上移動局、アマチュア無線局、または AM ／ FM ラジオ放送局、テレビ放送局などの固定された通信機の磁界強
度を正確に予測することはできません。固定された RF 通信機の電磁環境を評価するには、電磁場調査を検討する必要があります。iOptima を使用する環境の測定磁
場強度が上記に示す RF 適合レベルを超えている場合、iOptima が正常に動作するかを確認する必要があります。異常な動作が見られた場合、iOptima の方向を変え
たり、場所を移すなどの別の対策が必要な場合があります。

（注 . 1 - 2 参照）

1 80 MHz および 800 MHz においては、より高い周波数範囲
を適用します。
2 これらの指針は、すべての状況にあてはまるとは限りませ
ん。電磁気の伝搬は、構造、物体および人体による吸収や反射
によって影響されます。

JPN

注
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1

図. 1

2

1

図. 2

2

図. 3

3

1

2

図. 4

5 セッティング
5.1 iOptima アプリをインストールする
A.「App Store」を開く
B. iOptima アプリケーションを検索します。
C. Bien-Air Dental の iOptima アプリケーションをインストー
ルする。
（注 .1 参照）

5.2 iOptima システムを取付ける
⚠ 注意
取付けの前に、本製品取扱説明書をよくお読みください。
（注 .2 参照）
図. 1
A. iOptima 重量に十分耐える場所で水平位置を保てる場所に
設置してください。

⚠ 注意
本器ユニットは床などに直接置かないで、テーブル又はワゴ
ンに設置してご使用ください。濡れた面に置いたり、液体に
触れないようにして下さい。

17

図. 2
B. 電源コード (2) を電源 (1) につなぎ、プラグをコンセント
に差し込んでください。
（注 .3 参照）

⚠ 注意
電源プラグは問題が発生した際に電源を切るための装置です
ので、常にすぐに手が届く場所に配置してください。
図. 3
C. 電源ケーブル（1）を入力コネクタ（2）に接続して、右に
回してロックしてください。

⚠ 注意
電源スイッチ（3）がオフ «O» であることを確認してください

⚠ 注意
MX2 ケーブルを接続する前に、すべての O- リングが正しく入っ
ておりコネクタに埃がついていないことを確認してください。
図. 4
D. MX2ケーブルプラグ(2)を出力コネクタ (1)に接続してください。
• 4 穴ホースコネクタ (1) の位置と iOptima ソケット接続位
置を確認しながら慎重にゆっくりと差し込みます。
• 4 穴ホースコネクタ (1) のプラグを時計回りに留まるまで
ねじ込みしっかりと固定します。

1

2

3

2

1
2

1

4
図. 5

図. 6

図. 5
E. MX2 ケーブル (2) のコネクタ接続位置を確認しながら MX2 マイ
クロモータ (1) に接続し時計回りにしっかりと締め付けます。

図. 7

注

⚠ 注意
決して動作中のマイクロモータにハンドピースを接続しない
でください。
図. 6
F. 4 穴ホース (1) を iOptima ユニット (2) の 4 穴コネクタに接
続します：
• ホースのリングを持ち、コネクタとカップリングを合わせ
ながら慎重にしっかりとホースを差し込みます。
• しっかり差し込んだら時計回り締めてください。
図. 7
G. デンタルチェアユニット側の電源を入れ、注水をオンにし
ます（デンタル・ユニットの説明書を参照してください。）
H. iOptima(1) のスイッチをオンにします («I» = ON)。

 電源がオンのとき、LED(4) が緑色に点灯します。

1

App Store を開く前に iPod touch® が Wi-Fi ネットワーク
に接続されていることを確認してください。アップルの
ユーザーガイドで iPod touch® の適切な使用方法を参照し
てください。

2

IEC
60601-1-2 の基準に準拠するために、10 ページの
「4.1iOptima システムの概要」を参照してください。を参
照し、必ず iOptima に付属されている電源を使用してくだ
さい。ケーブル等の配線には十分ご注意ください。
（曲り、
折れ、断線など）本ユニットの機能を維持するために説明
書の指示に従って、接続には細心の注意を払って行ってく
ださい。本ユニットを直射日光および埃から保護してくだ
さい。また、保管の為に外箱は廃棄せず保管しておいてく
ださい。

3

本装置は建物のコンセント（100-240 VAC）から電源を取
ります。

I. 電源が入っていることを確認した後、インターフェイス装置
«iPod touch®» (2) を iOptima のライトニングアダプタ (3)
に接続します。

 iOptima を使用する準備が整いました。

JPN

19 ページの「6 インターフェースの概要」を参照してください。
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図 . 1 (iPod touch®)

6 インターフェースの概要
6.1 iOptima アプリケーション

6.2 通知音

iOptima アプリケーションを使用して治療および根管治療を行
うことができます。

6.1.1 互換性
iOptima アプリケーションは第 6 世代以降の iPod touch® と互
換性があります。

通知音

長いビープ音 1 回

6.1.2 表記
本書において表記を簡素化するために、
• iOptimaアプリケーションは«iOptimaアプリ»と称します。
• モードは «RESTO» および «ENDO» と称します。

短いビープ音の繰
返し
中間の長さのビー
プ音の繰返し
長いビープ音の繰
返し
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製品仕様
治療モード又は根管治療モードを開
始します。
根管治療モードで最初のファイルを
選択したとき。
警告通知
マイクロモータの逆回転の通知
ENDO モード使用中、マイクロモータ
が逆回転しているとき
システム不全の通知

6.3 iOptima と iPod touch® の接続

6.3.3 iOptima ユニットのスイッチがオンの時

6.3.1 取外されている場合

電源が入った iOptima に iPod touch® が接続されている場合、
下記の状態となります。
• iPod touch® はアプリが作動していない時も充電されま
す。
• iPod touch®でスリープモードを設定している場合でもス
リープモードは機能しません。
• iOptima アプリが作動している時、歯科用ユニットのペダ
ルでマイクロモータを操作することができます。

iPod touch® が取り外されている時、iOptima システムはスタ
ンバイモードになります ( マイクロモータは停止 )。

⚠ 警告
治療中は iOptima 歯科用ユニットから iPod touch® を取外さ
ないでください。治療中に iPod touch® を取り外した場合、マ
イクロモータは即座に停止します。

6.3.2 接続
iPod touch® が iOptima に接続されており、アプリが作動モー
ドの時にのみマイクロモータが使用できます。

⚠ 注意

JPN

作動モードに入る前にフットペダルが踏まれていると、警告
メッセージ « ペダルを放してください …» が表示されます。
フットペダルを放して再び踏むまでマイクロモータは始動し
ません。
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iOptima

INT

取扱説明書

アプリケーションは第 6 世代以降の iPod touch® および
第 4 世代以降の iPad mini® と互換性があります。
Rx のみ

7 記号
7.1 iOptimaINT に関する記号
記号

記号

製品仕様

CE マークおよび認証機関の番号。

非電離電磁放射線（60417）。

メーカー。

交流電流。

REF

製品番号。

メインスイッチ－電源 OFF。

SN

シリアルナンバー。

メインスイッチ－電源 ON。

注意 ! 米国連邦法に基づき、本製品の販売及
び使用は医師又は歯科医師に限定されていま
す。

通知音。

リサイクルすべき電気または電子部品。

矢印方向へ完全に止まるまで動かす（回す）こと
を表す。

製品の正しい使用方法については添付資料を参
照してください (https://dental.bienair.com/
en_ch/support/download-center)。

4 穴コネクタ（ライト用電源付）。

再利用可能な材料。

4 穴コネクタ。

注意：安全上の指示に正しく従わない場合、軽
度または中等度の傷害やデバイスの破損を引き
起こす危険性を示します。

警告：安全上の指示に正しく従わない場合、重度
の傷害やデバイスの破損を引き起こす危険性を示
します。

Rx Only

MD
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製品仕様

医療機器。

7.2 iOptimaINT 付属品に関する記号
製品仕様

記号

CE マークおよび認証機関の番号。

メーカー。

REF

製品番号。

MD

医療機器。

製品仕様
リサイクルすべき電気または電子部品。

SN

シリアルナンバー。

B 形装着部。

JPN

記号
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図. 1

8 仕様、用途および表記
8.1 製品の特長
iOptimaINT
既存の歯科用ユニットに、後付けタイプのユニットを取り付け、
高性能なMX2およびMX-iブラシレスマイクロモータを使用する
ことが出来る電子制御システムです。iPad mini® または iPod
touch®を操作パネルとして、
使用するユニークなシステムです。
iOptimaINT は、ピエゾスケーリング機能が使用できます。
別途、スケーラーおよびチップが必要となります。
ユニットに iPod touch®/iPad mini® を iOptimaINT 本体に接続す
ると自動的に電気が供給されます。治療中に ( 電力：32Vdc)、
iPod touch® のバッテリー電力を消費することはありません。
接続中はiOptimaINT からiPod touch®のバッテリーに充電します。
治療前の準備として、iPod touch® にインストールされた
iOptimaINT アプリケーションを操作し、一般歯科治療または根
管治療の各パラメータを選択します。
iOptimaINTアプリケーションは、各治療ステップ、ハンドピース
のギア比、回転速度、トルク値、ライト照度、フットペダルの
操作モードおよび回転方向を表示します。iOptimaINT アプリ
ケーションはアップル社のオペレーティングシステム（iOS と
iPadOS）と互換性があります。
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⚠ 注意
治療モードでは、アプリケーションに治療パラメータ
( コントラギア比、トルク値、回転速度等 ) が事前に治療例と
してプログラミングされていますが、治療の際にはファイル製
造メーカが指定する個々のファイルの使用説明書に従って使
用してください。

8.2 使用目的
この装置は歯科医院および病院で、歯科修復、歯内治療、歯科
予防、歯科矯正、口腔外科、インプラント、歯周病学に使用す
る目的で、専門医を対称に製造されています。
図. 1
iPod touch® / iPad mini® を接続した iOptimaINT システムは
MX2 モータによる一般歯科治療、ピエゾスケーリング、根幹治
療が行える他、MX-i マイクロモータによる口腔外科手術（SR）
モードとピエゾスケーラーによるピエゾスケーリング（PZ）
モードが使用できます。
本製品は本来の用途以外での使用は一切認められておらず、
本来の用途以外で使用した場合、危険を招くおそれがあります。
（注 .1 参照）

8.3 表記
• A、B、C などのアルファベット表記は、段階を追って行う
手順を示します。
•  の矢印マークは手順の次のステップに移行したことを
表します。
• (1)、(2)、(3) で示した数字は、システムの概要の図の番
号と一致します。
• OK, Settings などの太字の文字は、画面上のボタン、メ
ニュー、メニュー項目、数値、などを表します。Settings
( 設定 ) をタップして Settings ( 設定 ) 画面を開き、パラ
メータを変更したら、Done ( 完了 ) をタップします。

注
1 この取扱説明書に記載の技術仕様、イラスト、寸法は、あ
くまで参考として提供されるものです。それらはいかなる申し
立ての対象とはなりません。メーカー側は、これらの取扱説明
書に修正を加えることなく、その機器類に対し技術的な改良を
加える権利を有します。追加情報全般に関しては、裏面に記載
の住所にあるビエン・エア・デンタル社にご連絡ください。

⚠ 注意
本取扱説明書に記載した iPod touch® に関するの情報および
スクリーンショットは、実際に iPad mini® に表示されるもの
と異なることがあります。

⚠ 注意
マニュアルではデバイスを「縦向き」形式で使用しています
が、お使いのデバイスを「横向き」にしても「縦向き」にして
も、情報の内容は同じです。

iPad mini® においてのみ、デバイスが「横向き」で使用され
ているか、それとも「縦向き」となっているかをアプリで検出
して、使用中の方向に合わせてアプリケーションを表示するこ
とができます。

JPN

⚠ 注意
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9 使用上の注意および警告
⚠ 注意
iOptimaINT ユニットは、爆発性雰囲気 ( 麻酔ガス ) 内での使
用を想定した設計にはなっていません。

注

⚠ 注意
感電を回避するため、iOptimaINT ユニットは必ずアースを取っ
た電源ネットワークに接続してください。

⚠ 警告
決して動作中のマイクロモータにハンドピースを接続しない
でください。

⚠ 注意
マイクロモータのホースが曲がっていないことを確認します。

⚠ 警告
決して治療中に iPod touch®/iPad mini® を iOptimaINT 歯科用
ユニットから取外さないでください。

⚠ 警告
iPod touch®/iPad mini® と患者に同時に触れないでくださ
い。

⚠ 警告
歯科治療手順の中に含まれるパラメータは参考値としてのみ
記載されています。
Bien-Air Dental SA はこれらの数値に対する責任を負いかね
ます。
（注 .1 参照）
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1

事前に定義されたパラメータは予告なく変更される場合
があります。

10 製品仕様
10.1

iOptimaINT システムの概要

iOptimaINT システムは以下で構成されています：
• iPod touch®/iPad mini® デバイス用ドッキングステーションユニット (2)
• iPod touch®/iPad mini® が iOptimaINT システムとのユーザーインターフェースを提供します（速度基準入力を除く）
• 歯科用ユニットシステムに組み込まれた電子基板 (1) は、マイクロモータ (MX2、MX-i、ピエゾスケーラー ) を駆動し、
ライトニングコネクターを介してインターフェースと通信します。
• 歯科用マイクロモータおよびホース
• 電源 (100-240 VAC)

2

1

図. 1

10.2

iOptimaINT システム機能一覧

iOptimaINT の機能および技術的特徴の要約。
使用機器

基板名

付属モータ 歯周病 一般歯科治療 根管治療

サージェリー インプラント

予防

iOptimaINT

iPod touch/
iPad mini

DMX3

MX2

-

X

X

-

-

X

iOptimaINT

iPod touch/
iPad mini

DMX3

MX-i

X

-

-

X

X

-

JPN

製品
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10.3

iOptimaINT セット ( 製品番号 1700706-001)

セット内容

10.3.1 iOptimaINT システム
INT

iOptima

製品番号

iOptimaINT iDevice 固定具（1 個）

1502475-001

MX2 マイクロモータ（1 個）

1600677-001

名称

製品番号

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600809-001

iOptimaINT iDevice 固定具（1 個）

1502475-001

MX-i マイクロモータ（1 個）

1600755-001

MX2 マイクロモータ（1 個）

1600677-001

MX-i マイクロモータ用ホース（1 本）

1600606-001

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600809-001

電源リセット スイッチ（1 個）

1502568-001

電源リセット スイッチ（1 個）

1502568-001

電源 PMP90（1 個）

1500666-001

電源 PMP90（1 個）

1500666-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

デュアル モータ制御盤 (1 本 )

1601076-001

1 モータ制御盤 (1 本 )

1601074-001

M3 TORX-S スクリュー ヘッド

3300404-001

M3 TORX-S スクリュー ヘッド

3300404-001

M4 TORX-S スクリュー ヘッド

3300403-001

M4 TORX-S スクリュー ヘッド

3300403-001

ケーブルへの滅菌済みイリゲーション
チューブ固定用クリップ (10 個入 )

1303711-010

iOptimaINT
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セット ( 製品番号 1700704-001)

名称

セット ( 製品番号 1700705-001)

iOptimaINT セット ( 製品番号 1700730-001)

名称

製品番号

iOptimaINT iDevice 固定具（1 個）

1502475-001

MX2 マイクロモータ（2 個入）

1600677-001

MX2 マイクロモータ用ホース（2 個入）

1600809-001

電源リセット スイッチ（1 個）

1502568-001

電源 PMP90（1 個）

1500666-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

デュアル モータ制御盤 (1 本 )

1601075-001

M3 TORX-S スクリュー ヘッド

3300404-001

名称

製品番号

M4 TORX-S スクリュー ヘッド

3300403-001

MX2 マイクロモータ用ホース（2 個入）

1600809-001

電源リセット スイッチ（1 個）

1502568-001

電源 PMP90（1 個）

1500666-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

デュアル モータ制御盤 (1 本 )

1601075-001

名称

製品番号

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600809-001

電源リセット スイッチ（1 個）

1502568-001

電源 PMP90（1 個）

1500666-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

1 モータ制御盤 (1 本 )

1601074-001

iOptimaINT セット ( 製品番号 1700731-001)

名称

製品番号

MX2 マイクロモータ用ホース（1 本）

1600809-001

MX-i マイクロモータ用ホース（1 本）

1600606-001

電源リセット スイッチ（1 個）

1502568-001

電源 PMP90（1 個）

1500666-001

電源コード、US/ アジア用：2m (1 本 )

1300067-001

デュアル モータ制御盤 (1 本 )
ケーブルへの滅菌済みイリゲーション
チューブ固定用クリップ (10 個入 )

10.4

環境条件
輸送及び保管条件
（保管期限：max 15 週間）

環境条件

使用環境

1601076-001

気温

+10°C (50°F) ～
+35°C (77°F)

-25°C (-13°F) ～
+70°C (158°F)

1303711-010

相対湿度

30% ～ 80%

30% ～ 80%

気圧

700 hPa ～ 1060 hPa

500 hPa ～ 1060 hPa

高度

0 ～ 3,000 m
(0 ～ 9,842 ft)

-

オプション

名称

製品番号

メカニカル インターフェース iPod
touch® 右マウント

1502620-001

メカニカル インターフェース iPod
touch® 左マウント

1502621-001

メカニカル インターフェース iPad mini®
右マウント

1502622-001

メカニカル インターフェース iPad mini®
左マウント

1502623-001

取付けツール

1502567-001

10.5

周波数 ........................47/63 Hz
公称電力 .......................90 W
最大入力電力 ...................160 W
最大圧縮空気圧 .................5 bar / 72.5 psi
最小圧縮空気圧 .................3 bar / 43.5 psi

テクニカルデータ

サイズ (L x W x H)
MX2 ホース .................... L 1.7 m
MX-i ホース ................... L 2.05 m
MX2 マイクロモータ............. Ø 21 x L 73.5 mm
MX-i マイクロモータ ( ノーズを含む )Ø 23.2 x L 100.4 mm
重量
MX2 マイクロモータ............. 94 g
MX-i LED モータ................ 110 g
電気および圧力データ
電圧 .......................... 100/240 VAC

⚠ 注意
使用環境範囲外で iOptimaINT を使用しないでください。
分類
欧州指令 93/42/EEC に準拠したクラス IIa。
絶縁クラス
IEC 60601-1 クラス I（感電から保護されている機器）。
メモリ
• ユーザーが任意に設定した 20 パターンの治療パラメータ
を保存できる。
• 根管治療（エンドモード）
ユーザーが設定した 10 ブランドを保存可能
ブランド毎に 10 システムを保存可能
各システムのファイル毎に速度およびトルク値の設定が
可能（各システム毎、最大 8 ファイル）
エラーリストおよびトラブルシューティング
69 ページの「18 エラーリストおよびトラブルシューティング」
を参照してください。

JPN

iOptimaINT セット ( 製品番号 1700732-001)
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重要： iOptimaINT に付属するマイクロモータ及びホースの
使用方法については各取扱説明書 (IFU) をご覧ください。

iOptimaINT の電磁両立性 ( 技術説明 )

10.8.1 電磁互換性についての警告

製品

マイクロ
モータ

IFU 番号

ホース

IFU 番号

iOptimaINT

MX2 LED

2100199

MX2

2100223

対象となる電磁環境（IEC 60601-1-2 ed. 4.0 に基づく）は、
専門的医療施設環境です。

iOptimaINT

MX-i

2100245

MX-i

2100163

⚠ 注意

10.6

環境保護および廃棄方法

機材の廃棄、再利用は必ず有効な法令に従って行ってください。

本製品はリサイクルが義務付けられています。
電気・電子部品には健康や環境に被害を及ぼす危険物が含まれ
ている場合があります。ユーザーは本製品を販売業者に返却す
るか、該当する機器の機器の回収および処理の認可を受けた機
関に直接連絡を取って処理してください。
（欧州指令 2012/19/
EU）
。

10.7

賠償責任の制限

Bien-Air Dental SA は iPod touch® の使用・故障に対する責
任は一切負いません。
必ずアップル社が規定する条件を順守してください。
デンタルユニットが最適な環境で操作できるよう、アプリケー
ションはiOptimaINTアプリケーションのバリデーションで認証
された iOS でのみ使用してください。
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10.8

iOptimaINT は IEC 60601-1-2 による EMC の必要条件に準拠して
います。本装置付近での無線伝送端末や携帯電話などの使用
は、性能に影響を及ぼす可能性があるためおやめください。本
装置は、高周波の手術機器、磁気共鳴画像装置（MRI）、および
これに類する電磁妨害度の高い機器の近くでの使用には適し
ません。使用する際は必ず、付近に高周波ケーブルがないこと
を確認してください。不確かな場合は、技能資格者またはビエ
ン・エア・デンタル社に連絡してください。
高周波の手術機器や同等の機器などのような強い放出源を使
用する際は、本ユニット付近に高周波ケーブルがないか特に注
意しなければなりません。不確かな場合は、技能資格者または
ビエン・エア・デンタル社に連絡してください。
ポータブル RF 通信機器（アンテナ ケーブル、外部アンテナな
どの周辺機器を含む）は、メーカーが規定するケーブルを含
め、iOptimaINT から 30cm(12 インチ ) 以上離して使用してくだ
さい。この距離が確保されていなければ、機器の性能が低下す
る可能性があります。

⚠ 注意
交換用としてビエン・エアが販売する変換器およびケーブルを
除く、指定外の付属品、変換器、ケーブルを使用した場合、電
磁波放出量の増大または電磁波耐性の低下を引き起こす可能
性があります。

⚠ 注意
本ユニットは他の装置と隣接、または積み重ねて使用すること
を想定しており、実際の使用環境において正常に動作するかど
うかを確認する責任はそのデンタルユニットのメーカーにあ
るものとします。

10.8.2 電磁互換性 – 電磁波放出量および電磁波耐性
指針および製造業者の宣言－ 電磁エミッション
iOptimaINT は下記の電磁環境下で使用してください。
iOptimaINT のユーザーは、確実に以下の環境において使用してください。
放出試験

適合性

電磁環境 - 手引き

RF エミッション
CISPR 11

グループ 1

iOptimaINT は内部機能のためにのみ高周波エネルギーを使用します。そのため、
高周波の放出レベルは非常に低く、付近の電子機器との干渉を引き起こす恐れ
はありません。

高周波の放出
CISPR 11

クラス B

高調波放射
IEC 61000-3-2

クラス A

電圧変動 IEC 61000-3-3 に
よるエミッション

適合

iOptimaINT は住宅や住宅供給用の公共低電圧電源網に直接接続している建物な
ど、すべての建物内での使用に適しています。

耐性試験

IEC 60601 試験レベル

準拠レベル

電磁環境 - 手引き

静電
放電（ESD）
IEC 61000-4-2

±8 kV 接触
±2 kV 気中
±4 kV 気中
±8 kV 気中
±15 kV 気中

±8 kV 接触
±2 kV 気中
±4 kV 気中
±8 kV 気中
±15 kV 気中

床は木製、コンクリート製、またはセラ
ミックタイルであること。合成素材で覆わ
れた床の場合は、相対湿度が 30% 以上で
あること。

電子高速
過渡バースト
IEC 61000-4-4

±2 kV 電源線
±1 kV（その他のライン
の場合）

±2 kV 電源線
±1 kV
入力／出力

主電源の品質は標準的な商業環境または病
院環境用のものであること。

サージ
IEC 61000-4-5

±0.5 kV 線から線
±1 kV 線から線
±0.5 kV 線からアース
±1 kV 線からアース
±2 kV 線からアース

±0.5 kV 線から線
±1 kV 線から線
±0.5 kV 線からアース
±1 kV 線からアース
±2 kV 線からアース

主電源の品質は標準的な商業環境または病
院環境用のものであること。

JPN

指針および製造販売業者の宣言 - 電磁イミニティ
iOptimaINT は下記の電磁環境下で使用してください。iOptimaINT のユーザーは、確実に以下の環境において使用してください。
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耐性試験

電源入力線の電圧低下、
短時間停電、電圧変動
IEC 61000-4-11

IEC 60601 試験レベル
0%UT 0.5 サイクル間
（0°, 45°, 90°,
135°,180°, 225°,
270°,315°)
0% UT 1 サイクル間
70% UT 25/30 サイクル間
（0°）

準拠レベル
0%UT 0.5 サイクル間
（0°, 45°, 90°,
135°,180°, 225°,
270°,315°)
0% UT 1 サイクル間
70% UT 25/30 サイクル間
（0°）

電磁環境 - 手引き
主電源の品質は標準的な商業環境または病
院環境用のものであること。iOptima INT
のユーザーが主電源の干渉が発生している
時に作業を続ける必要がある場合、干渉を
受けない電源またはバッテリーから
iOptimaINT の電源を取ることを推奨しま
す。

電源周波数磁界（50/60
Hz）
IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

電源周波数磁界は、標準的な商業環境また
は病院環境の標準的な場所の特性レベルで
ある必要があります。

RF 電磁界によって誘導
される
伝導妨害
IEC 61000-4-6
注を参照

3 VRMS
0.15 MHz から 80 MHz
6 VRMS（ISM 周波数帯）
0.15 MHz から 80 MHz
80 %AM（1 kHz）

3 VRMS
0.15 MHz から 80 MHz
6 VRMS (ISM およびアマ
チュア無線周波数帯 )
0.15 MHz から 80 MHz
80 %AM（1 kHz）

電磁場調査a によって決定される固定され
た RF 通信機からの磁界強度は、各周波数
範囲の適合レベル以下にしてください。
この記号のある設備付近では干渉が起きる
場合があります：

放射 RF 電磁場
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80 % AM（1 kHz）

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80 % AM（1 kHz）

RF 無線通信機器からの
近接場
IEC 61000-4-3

試験周波数
[MHz]

最大出力 [W]

耐性試験レベル
[V/m]

385

1.8

27

450

2

28

710、745、780

0.2

9

810、870、930

2

28

1720、1845、
1970

2

28

2450

2

28

5240、5500、
5785

0.2

9

距離：0.3 m

注意 : UT は試験レベル適用前の交流電源の電圧です。IEC 60601-1 に基づく基本性能：基本的な性能は LED の視覚的照度と
モータの速度を維持することです。最大速度の偏差は ±5% です。
IEC 61000-4-6: 950 kHz から 1MHz の間ではモータの回転が若干、不安定になります。回転速度は公差 -5% のをやや下回りま
す。リスクはまったく確認されなかったため、テストでは適合レベルから逸脱することなく合格とみなされました。
a. 理論上、無線基地局（携帯電話、コードレス電話）、陸上移動局、アマチュア無線局、または AM ／ FM ラジオ放送局、テレビ放送局などの固定された通信機の磁界強
度を正確に予測することはできません。固定された RF 通信機の電磁環境を評価するには、電磁場調査を検討する必要があります。iOptimaINT を使用する環境の測定
磁場強度が上記に示す RF 適合レベルを超えている場合、iOptimaINT が正常に動作するかを確認する必要があります。異常な動作が見られた場合、iOptimaINT の方
向を変えたり、場所を移すなどの別の対策が必要になる場合があります。
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11 セッティング
11.1

iOptima アプリケーションをインス
トールする

A.「App Store」を開いてください。
B. iOptima アプリケーションを検索します。
C. Bien-Air Dental の iOptima アプリケーションをインストー
ルします。
（注 .1 参照）

11.2

iOptimaINT システムを取付ける

iOptimaINT 取付け説明書を参照してください。
（注 .2 参照）

1

App Store を開く前に iPod touch® が Wi-Fi ネットワーク
に接続されていることを確認してください。アップルの
ユーザーガイドで iPod touch® の適切な使用方法を参照し
てください。

2

iOptimaINT システムの取付けは、ビエン・エア デンタル
社認定サービス エンジニアが行う必要があります。

JPN

注
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図 . 1 (iPod touch®)

12 インターフェースの概要
12.1

iOptima アプリケーション

12.2

通知音

iOptimaINTを備えたiOptimaアプリケーションを使用して修復、
歯内治療、サージェリー、およびピエゾスケーリングを行うこ
とができます。
通知音

製品仕様

長いビープ音 1 回

根管治療、サージェリー、修復作業
またはピエゾスケーリング モードを
開始するとき

12.1.1 互換性
iOptimaアプリケーションは第6世代以降のiPod touch® および
4 世代以降の iPad mini® と互換性があります。

最初のファイルを選択する ENDO モー
ド

12.1.2 表記
本書において表記を簡素化するために、
• iOptimaアプリケーションは«iOptimaアプリ»と称します。
• 修復作業、根管治療、サージェリー、ピエゾスケーリング
の各モードは、それぞれ «RESTO»、«ENDO»、«SURG»、«PIEZO»
とします。

短いビープ音の繰
返し
中間の長さのビー
プ音の繰返し
長いビープ音の繰
返し
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警告通知
マイクロモータの逆回転の通知
ENDO モード使用中、マイクロモータ
が逆回転しているとき
システム不全の通知

12.3

iOptimaINT と iPod touch®/
iPad mini® の接続／接続解除

12.3.1 取外されている場合
iPod touch®/iPad mini® が取り外されている時は、iOptimaINT
システムはスタンバイ モードになります。
( マイクロモータは停止 )

⚠ 警告
決して治療中に iPod touch®/iPad mini® を iOptimaINT 歯科用
ユニットから取り外さないでください。
iPod touch®/iPad mini® を治療中に取り外した場合、
マイクロモータは緊急停止します。

12.3.2 接続
iPod touch®/iPad mini® が接続されており、アプリが作動モー
ドの時にのみ、
マイクロモータが使用できます。

⚠ 注意

12.3.3 iOptimaINT ユニットのスイッチが
オンの時
電源が入った iOptimaINT に iOptima アプリが作動している iPod
touch®/iPad mini® が接続されている時装置は以下の状態に
なります。
• アプリが作動していない時も iPod touch®/iPad mini® は
充電されます。
• iPod touch®でスリープモードを設定している場合でもス
リープモードは機能しません。
• iOptimaアプリが作動している時歯科用ユニットのペダル
でマイクロモータを操作することができます。

12.3.4 iOptimaINT 最後に設定した治療メ
モリー
iOptimaINT では、デフォルトとしてアクティブなモータに対応
する治療が表示されます。モータ毎に最後の使用時に設定した
治療のメモリーが保存されます ( 例：2 つのモータを使用す
る場合、等速 CA を « モータ 1»、増速 CA を « モータ 2» と
して保存すると、自動的にアクティブになっているモータに対
応するモードが有効になります）。

JPN

作動モードに入る前にフットペダルが踏まれていると、警告
メッセージ《ペダルを放してください。》が表示されます。
フットペダルを放して再び踏むまでマイクロモータは始動し
ません。
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INT

iOptima/iOptima
使用方法および操作

2

1

図. 1

図. 2

図. 3

図. 4

図. 5

13 使用方法
13.1

データバックアップ

iOptima アプリケーションのパラメータの設定を自動的にバッ
クアップするには iTunes または iCloud を使用してください。
iPod touch®/iPad mini®、iTunes、または iCloud の正しい使い
方についてはアップルのユーザーガイドを参照してくださ
い。

13.2

タッチスクリーンの使い方

iOptima アプリケーションは iPod touch®/iPad mini® の画面
で簡単に操作できます。
図. 1
• 画面をタップしてメニューを選択します。
図. 2
• 画面を指でスライドするとパラメータのスクロールや調
節ができます。
図. 3
• スワイプ（画面に触れた状態で指を滑らせる操作）すると
パラメータの復元または削除ができます。
（注 .1 参照）
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図. 4
• ファイルなどを長押しするとドラッグ＆ドロップが可能
になります。
• ドラッグ
＆ドロップするとファイル／治療を並べ替
えることができます。
• タップしてファイル／動作を非表示にする
示する

または表

。

13.2.1 オンスクリーンキーボードを表示する
図. 5
• テキストフィールドをタップすると、画面上のキーボード
が表示されます。
• 画面上のキーボードで文字を入力してください
(

をタップすると、すべての文字を削除できます )。

3

1

4
5

2
1

2

2

6

図. 6

13.3

1

図. 7

図. 8

iOptima アプリを開始する

図. 6
A. iPod touch®/iPad mini® の音量が ON になっていることを
確認してください。
• 音量を下げる場合は図 6 の（1）のボタンで、音量を上げ
るときは（2）のボタンで調節してください。
B. 動作の妨げとならないよう、他のすべてのアプリケーショ
ンを閉じてください。
• ホームボタン（6）をダブルクリックし、マルチタスク画
面を表示し、終了するアプリを上にドラッグします。
• 再びホームボタンをクリックし、ホーム画面に戻ります。
C. すべてのアラート（警告）を解除します。iPod touch®/iPad
mini® の正しい使用方法については、アップルのユーザー
ガイドを参照してください。
D. 最新版のアプリケーションがインストールされていること
を確認してください（43 ページの「13.8iOptima アプリケー
ションのアップデート」を参照してください。
E. アプリのアイコン (5) をタップして iOptima アプリケー
ションを開始します。
（注 .2 参照）

• 40 ページの「13.4iOptima アプリを終了する」を参照し
てください。に記載されたステップに従う。
• 画面回転ロック (2) を無効にする。
• iPad が希望する画面方向になるように置かれていること
を確認する。
• アプリを再起動する。

13.4 iOptima アプリを終了する
アプリを正しく終了するには、以下のようにする必要がありま
す。
図. 7
• メインボタン (1) をダブルクリックし、アプリのウイン
ドウを上方向にスワイプします (2)。

注

⚠ 注意
iPad mini® で使用する場合にはアプリを起動する前に、コン
トロールパネルで画面回転キー (2)
を用いて、画面の回
転ロック (1) がオフになっていることを必ずチェックしてく
ださい。画面の方向が正しくない場合には、以下を行う必要が
あります。

1

スワイプ ジェスチャは図 3 の点線で囲われたエリア（1）
でのみ有効です。

2

iPod touch®/iPad mini® を使わない時は、スリープ／ウェ
イクボタン (3) を押すとロックできます。

JPN

図. 8
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11
5

1

3

2

4

6
7
8

図. 9

13.5

10

図 . 10

9

図 . 11

初期画面および免責事項

A. iOptima デデンタルユニットが正しく動作するよう iOptima
アプリケーションは必ず Bien-Air Dental が有効とした iOS
バージョンでのみ使用してください。
図. 9

 お手持ちのデバイスの現在のバージョンを参照してくださ

D. RO(5) をタップすると、一般歯科治療モードが選択
できます。
45 ページの「14.1 一般歯科治療モード選択」を参照し
てください。

71 ページの「18.3iOS の互換性によるエラー（ディスクレー
マー・スクリーン）」を参照してください。

E. EN(6) をタップすると、根管治療モードを選択でき
ます。
詳細については 51 ページの「15.1 エンドモード選択」
を参照してください。

い (1)。この画面が表示されるのは、iOptima アプリケー
ションの初回起動時、またはユーザーへの通知がある場合
（アプリの新バージョンが利用可能になった時や使用説明
書が更新された時など）にのみ表示されます。

詳細については App Store© で選択したアプリケーションの
「新機能」をご覧ください。
B. OK (2) をタップして免責事項を了承し、次の免責事項画面
(3) にアクセスします。
図 . 10

 この画面が表示されるのは、iOptima アプリケーションの

初回起動時、またはユーザーへの通知がある場合（アプリ
の新バージョンが利用可能になった時や使用説明書が更新
された時など）にのみ表示されます。

C. 必ず免責事項 (3) をすべてお読みになり、OK(4) を押しま
す。詳細は 40 ページの「13.3iOptima アプリを開始する」
を参照してください。

 ウエルカム画面が表示されます。
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詳細については 11 ページの「4.2iOptima システム機能一覧」を
参照してください。

図 . 11
ウエルカム画面は iOptima または iOptimaINT システムのいずれ
を使用しているかによって、また接続したマイクロモータのタイ
プによって異なります ( 例：サージェリー モードは、iOptimaINT
システムを使用して MX-i マイクロモータを接続している場合に
のみ使用可能 )。

F. SR(7) をタップすると、サージェリーモードが選択
できます。
詳細については 59 ページの「16.1 サージェリーモード
選択」を参照してください。
G. PZ(8) をタップすると、ピエゾスケーリングモード
が選択できます。
詳細については 65 ページの「17.1 ピエゾスケーリング
モード選択」を参照してください。
H. i をタップすると（9）、Information（インフォメーショ
ン画面）が表示されます。
詳細については 42 ページの
「13.6 インフォメーション」
を参照してください。
I. Settings(10) をタップすると、設定画面が開きます。
詳細については 42 ページの
「13.6 インフォメーション」
を参照してください。
J. WaveOne(11) をタップすると、CA ENDO モー
ドが選択できます。
詳細については 58 ページの「15.8CA ENDO / レシ
プロ機能」を参照してください。

2
3
4
5

9

6
7
8

10

1

図 . 12

13.6

図 . 13

図 . 14

図 . 15

図 . 16

インフォメーション

図 . 12
A.

 インフォメーション画面では以下のページをナビゲートす
ることができます。

• Latest news (2)：ビエン・エア社ホームページの最新
ニュースのページが開きます。
• User manual (3)：アプリケーションが iPod touch®/iPad
mini® の言 語を検出し、同じ言語のユーザーマニュアル
をダウンロードします )。
（注 .3 参照）
• Catalogue (4)：オンラインカタログが PDF ファイルで開
きます。
• Web TV (5)：ビエン・エアのウェブテレビが開きます。
• About (6)：iOptima システムとビエン・エア ファクト
リーの 情報を閲覧できるアバウト画面 ( 図 . 12、9) が
表示されます。
• Contact us ( お問合わせ ) (7)：事前に設定された E メー
ルアドレス（iOptima@bienair.com）のメールアプリケー
ションが開き、メールでビエン・エアに連絡ができます。
• Troubleshooting (8)：トラブルシューティングガイド
( 図 . 15) が開きます。問題がある場合は、このガイドに
従ってください。
（注 .4 参照）
図 . 16
• 各項目へのリンクおよび目次
目次またはマニュアル内の項目をクリックすることで、
ユーザーは直接そこへアクセスできます。表には専用ボタ
ン (10) で直接アクセスできるようになっています。

3

使用する地域で該当する言語のユーザーマニュアルがな
い 場合、英語版のマニュアルがダウンロードされます。

4

最新ニュース、カタログ、ウェブテレビ、およびお問い合
わせ機能は、iPod touch®/iPad mini® が Wi-Fi ネット
ワークに接続されている時のみ利用できます。

JPN

(1) をタップすると iOptima のインフォメーション画面
にアクセスできます。インフォメーション画面から、 カタ
ログ、製品情報などの情報が取得できます。
図 . 13

注
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2

3
4

1

図 . 17

13.7

図 . 18

図 . 19

設定

13.8

図 . 17
A.

(1) をタップすると、iOptima/iOptimaINT システムの
Setting ( 設定 ) 画面にアクセスできます。

 Settings ( 設定 ) 画面では、各モードのトルクの単位やシス
テムのさまざまな設定を行うことができます。

図 . 18
B. Torque unit をタップするとトルク設定画面に移動します。
図 . 19
C. ENDO (3)をタップすると根管治療画面にアクセスできます。
図 . 20
D. 目的のトルクの単位をタップします。
E. Ncm、mNm、gcm、% (RESTO モードのみ ) から選択してく
ださい。

13.7.1 サービス エンジニア用の設定画面
サービスエンジニアのみがアクセスできる画面で ( パスワー
ド保護)、マイクロモータ ホルダーの設定 (iOptimaINT)やロッ
ク設定の画面にもアクセスできます
重要：ロックを設定すると、ユーザー定義データは一切保存で
きなくなります。
（注 .5 参照）
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図 . 20

図 . 21

iOptima アプリケーションのアップ
デート

図 . 21
アプリケーションを開始すると、新しいバージョンがあるかど
うかをアップルストアでチェックします。
最新版がある場合、免責事項画面にメッセージボックスが表示
され、ユーザーにそのアプリケーションをダウンロードするよ
う通知します。
（注 .6 参照）
• Download （ダウンロード）：ユーザーは自動的にアップ
ルストアのアプリケーション ページにアクセスできま
す。
• Remind Me Later （後で通知する）：ユーザーはアップ
デートを後で行い、現在インストールされているバージョ
ンのアプリケーションで作業することができます（この
メッセージは最新のアプリケーションをダウンロードす
るまで 1 日 1 回表示されます）。
• Ignore（無視）：ユーザーはアップデートを無視して現在
インストールされているバージョンのアプリケーション
で作業することができます(このメッセージは新しいバー
ジョンがある場合のみ表示されます )。

図 . 22

13.9

図 . 23

図 . 24

図 . 25

ソフトウェアのアップデート

図 . 22
アプリケーションを起動して iOptima/iOptimaINT を接続する
と、歯科用ユニット用に利用可能な新しいソフトウェアがあ
るかどうかがチェックされます。
最新版がある場合、機器に接続した時点で画面にメッセージ
ボックスが表示され、ユーザーにそのソフトウェアをアップ
デートするよう通知します。
A. Update ( 更新 ) をタップしてインストールします。

注
5

サービスエンジニア用の設定を変更する場合は、Bien-Air
Dental SA の認定サービス エンジニアにお問い合わせくだ
さい。

6

この機能は iPod touch®/iPad mini® が Wi-Fi ネットワー
クに接続されている時にのみ有効です。

図 . 23

 画面にはインストールの進捗状況が表示されます。
⚠ 注意
• インストール中に iPod touch®/iPad mini® を iOptima/
iOptimaINT 歯科用ユニットから取り外さないでください。
• インストール中にiOptimaアプリケーションを閉じないで
ください。
• インストール中に iOptima/iOptimaINT の電源を切らない
でください。
インストールが完了すると、次の2つのいずれかが表示されます：

図 . 25
• Update failed ( アップデート失敗 )：画面の指示に従って
ください。

JPN

図 . 24
• Update complete ( アップデート完了 )：アプリケーション
を再起動してアップデートプロセスを終了させます。
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図. 1
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図. 2

図. 3

図. 4

図. 5

14 治療 – 一般歯科治療モード
14.1

一般歯科治療モード選択

図. 1
を押すと、一般歯科治療モードが選択できます。
デフォルトでは事前にプログラムされた治療パラメータが設
定されていますが、それらは変更したり初期設定値に戻すこと
ができます。ユーザーが任意に治療パラメータを作成したり削
除することができます。
（注 . 1 - 2 参照）

14.2

操作画面の説明

図. 2
操作画面では選択した治療タイプと設定が表示されます。
(1) Settings （設定）：各種の治療タイプと設定にアクセス
(2) 選択した治療タイプ
(3) マイクロモータの回転モード：正回転および逆回転
(4) Save （保存）
(5) フットペダルモード：プログレッシブモードまたはオン
／オフモード
(6) 照度
(7) ハンドピースのギア比
(8) マイクロモータの最大トルク (%):43 ページの「13.7 設
定」を参照してください。
(9) マイクロモータの最高速度 (rpm)
(10) 前の画面に戻る

45

（注 .3 参照）
47 ページの「14.3 一般歯科治療モード ( 開始 )」を参照してく
ださい。.

14.2.1 マイクロモータの速度およびトルク
図. 3
スライドさせて最大速度とトルクの値を調整します。
または、アイコン

をタップして正確な値を入力します。

図. 4
モータの速度またはトルクの値をタップし、Cancel または
Done をタップして確定します。
（注 .4 参照）
図. 5
マイクロモータの電力需要が高すぎると、操作画面にオーバー
ヒートの記号
が表示されます。この場合、iOptima ユ
ニットはマイクロモータのオーバーヒートを避けるため、自動
的にトルクを下げます。
通常のトルクに戻すには、モータを数秒間アイドリング状態で
作動させるかまたは数秒間停止させてください。

1
2

図. 6

図. 7

図. 8

図. 9

14.2.2 ハンドピースのギア比

⚠ 注意
ハンドピースが選択したものであることを確認してください。

注
1

治療モードでは、iOptima ユニットに組み込まれている電
磁弁により自動でエアスプレーが ON になります。

2

Save and create( 保存して作成 )( ) ボタンは、ロック
が設定されている場合には使用できません (43 ページの
「13.7 設定」を参照してください。)

3

操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存す
ることができます（ロックが設定されていない場合）。

4

入力した値が範囲外の場合、最大値または最小値が表示さ
れます。

5

倍速のギア比は赤、等速のギア比は青、減速のギア比は緑
です。

6

操作画面には次に変更するまで、前に選択したハンドピー
スのギア比が表示されます。

7

光度は各治療ごとに設定が可能です。デフォルトの光度は
100% です。

8

操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した光度
が表示されます。

9

操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択したフッ
トペダルモードが表示されます。

（注 . 5 - 6 参照）

14.2.3 照度
図. 7
画面をスライドまたはタップしてマイクロモータの照度を設
定します。照度は 11 段階で調節できます。
• ライト OFF、最大光度の 10%、20%、30%、40%、50%、60%、
70%、80%、90% および 100%
（注 . 7 - 8 参照）

14.2.4 フットペダルモード
図. 8
画面をタップしてフットペダルモードを選択します
• ON/OFF モード（1）を選択すると、フットペダルを踏むと踏
み込む強さに関わらず常にモータ速度は最大速度で回転します。
• Progressive（2）
：速度は踏み込む強さに応じ回転します。
（注 .9 参照）

14.2.5 マイクロモータの回転方向
図. 9
画面をタップしてマイクロモータの回転モードを切り替える
ことができます。
• Forward （正回転・時計回り）
• Reverse （逆回転・反時計回り）
（注 .10 - 11 参照）

10 逆回転モード（時計回り）の場合、記号が点滅し通知音
（中間の長さのビープ音の繰返し）が鳴ります。
11 操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した回転
方向が表示されます。

JPN

図. 6
画面をタップして、ハンドピースのギア比を選択してください。
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1
2

3

図 . 10

14.3

図 . 11

図 . 12

一般歯科治療モード ( 開始 )

図 . 10
A.
をタップしてRESTOモードにすると、操作画面が開きます。
（注 .12 参照）
図 . 11
B. Settings ( 設定 ) を押して Operations ( オペレーション画面 )
を開きます。
（注 .13 参照）
図 . 12
C. 選択したい治療タイプを押します。

 アプリケーションは操作画面に戻ります。
D. 歯科用ユニットのフットペダルを踏むと、マイクロモータ
が始動します。

⚠ 注意
作動モードに入る前にフットペダルが踏まれていると、警告
メッセージ《ペダルを放してください。
》が表示されます。
フットペダルを放して再び踏むまでマイクロモータは始動し
ません。
図 . 13
（注 .14 - 15 参照）
• スライドして選択した治療に対するマイクロモータの速
度とトルク値を調節します。
• 選択した治療のハンドピースギア比、照度、フットペダル
モードまたは回転方向を調節してください。
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図 . 13

図 . 14

• Save （保存）（3）を押して新しい設定を有効にします。
（注 .16 参照）
E. Operation type ( 治療タイプ ) (1) または Selected
operation type ( 選択した治療タイプ ) (2) のどちらかを
タップし治療画面で現在選択されている治療の前後の治療
を治療リストの中でナビゲートすることができます。
リスト内の治療をソートするには 48 ページの「14.4.3 治療を
ソート」を参照してください。

14.4

デフォルトの操作をカスタマイズする

図 . 14
A. 操作画面から Settings（設定）を押して押して、Operations
（治療画面） を開きます。
図 . 15
B. を押して、選択したい治療タイプをカスタマイズします。

 治療画面が開きます。

図 . 16
C. 治療の設定をカスタマイズします。
D. Cancel （キャンセル）（2）または Save （保存）（3）を押
してカスタマイズした設定を認証し、back（1）を押して戻
ります。

 保存した場合、記号 （事前にプログラムされた設定）が
（カスタマイズした設定）に変わります。
E. 治療を選択します。

 アプリは操作画面に戻ります。

1

2

3
1

2

図 . 16

14.4.1 デフォルトに戻しユーザー定義の
操作を削除す
図 . 17
左にスワイプすると復元または削除できます。
（注 . 17 - 18 参照）

14.4.2 デフォルトの操作
図 . 18

⚠ 注意
歯科治療手順の中に含まれるパラメータはあくまでも参考値
としてのみ記載されています。
Bien-Air Dentalはこれらの数値に対する責任を負いかねます。
（注 .19 参照）

14.4.3 治療をソート
図 . 19
A. Operation（治療）上で長押しするとドラッグアンドドロッ
プ機能が起動し、アイコン
（2）が表示されます。
B. アイコン
を押すと、ファイルをドラッグアンドドロッ
プすることができます。
C. Done ( 完了 )(1) をタップして確定します。

図 . 17

図 . 18

図 . 19

注
12 iOptimaINT システムを使用している場合、
ホルダーからモー
タを引き出すたびに、デフォルトでそのモータと前に使用
した操作モードが表示されます（ホームページからのみ）。
13 リスト上の各治療ごとに異なる色のタグ（ドット）を使用
してそれぞれの使用ギア比を表わしています。倍速のギア
比は赤、等速のギア比は青、減速のギア比は緑です。
14 マイクロモータのスイッチがオンになっている時は、操作
画面 図 . 13 に表示される速度とトルクの値が、事前に設
定された値から、リアルタイム値に切り替わります。モー
タが運転を停止すると、表示されていた速度とトルクの値
は事前にプログラムされた最大値に再び切り替わります。
15 操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存する
ことができます（フットペダルが踏まれていない時のみ）
。
16 操作画面を保存しないと変更は破棄されます。
17 事前にプログラムされた RESTO（修復治療）は削除するこ
とができません。しかし変更した場合、デフォルトの値を
戻すことは可能です。ユーザー設定の治療のみ削除するこ
とができます。
18 カスタマイズした治療やユーザー定義の治療には が表
示されます。デフォルトの治療には が表示されます。
19 事前に定義されたパラメータは予告なく変更される場合
があります。

JPN

図 . 15
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図 . 20

図 . 21

図 . 22

14.4.4 治療をソート
図 . 20
A. 非表示になっていない治療を長押しすると、非表示機能が
起動し、アイコン
(2) と
(3) を表示させます。
(2) の
B. 治療を非表示にするには、リストでタップすると
アイコンが
(3) に変わります。
(3) のア
C. 治療を表示にするには、リストでタップすると
イコンが
(2) に変わります。
D. Done（完了）(1) をタップして、確定します。
（注 .20 参照）

図 . 23

14.5

図 . 24

新しく治療パラメータを作成する
（ユーザー定義）

図 . 21
A. 操作画面から Settings （設定） を押して、
Operations （治療画面） を開きます。
図 . 22
B. を押して、新しい治療タイプを作成します。

 Operations（治療画面）が開きます。
（注 .21 参照）

図 . 23
C. Operation name（治療名）のテキストフィールド（1）を押
すと、画面上のキーボードが表示されます。
図 . 24
D. 新しい治療名(3)を入力し、Done (完了)(4)をタップします。
E. ハンドピース比と治療を設定します。
F. 図 . 23 の Cancel、または Save（2）を押して、ユーザー定
義の治療を認証し、back を押して戻ります。

 保存した場合、ユーザー定義の記号 と共に新しい治療が
Operations 画面 (5) に表示されます。( 図 . 22)
G. 治療を選択します。

 アプリは操作画面に戻ります。
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注
20

非表示にした治療は操作画面に表示されなくなるので、
ユーザーが希望するもののみを選んで表示させられるよ
うになります。

JPN

21 最大で 20 のユーザー定義の治療を保存できます。
それを超えると アイコンが消えます。
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図. 1

5

図. 2

図. 3

図. 4

図. 5

15 治療－エンドモード
15.1

エンドモード選択

図. 1
をタップすると、治療モードが選択されます。
デフォルトでは事前にプログラムされたエンドシステムが設定
されていますが、それらを変更したり元に戻すこ とができます。
ユーザー定義の根管治療ブランド、システムおよびファイルの
パラメータを作成したり削除したりすることができます。
（注 . 1 - 2 参照）

15.2

操作画面の説明

図. 2
操作画面では選択した治療のブランド、システムのタイプ、お
よびファイル設定が表示されます。
(1) ブランド、システム、ファイル設定にアクセスする
(2) ISO 3630-1 の基準に準じたファイル名および色の指定
(3) マイクロモータの回転モード：正回転、自動逆回転、自
動正回転
(4) 保存 ( 設定をカスタマイズ )
(5) フットペダルモード：プログレッシブモードまたはオン
／オフモード
(6) 照度
(7) ハンドピースのギア比
(8) マイクロモータの最大トルク (Ncm) ( または設定によ
る。43 ページの「13.7 設定」を参照してください。)
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(9) マイクロモータの最高速度 (rpm)
(10) ファイルの形状
(11) ファイルのシステム名
(12) ファイルのブランド
(13) 前の画面に戻る
（注 .3 参照）

15.2.1 マイクロモータの速度およびトルク
図. 3
スライドさせて最大速度とトルクの値を調整します。
または、アイコン
をタップして正確な値を入力し
ます。
図. 4
モータの速度またはトルクの値を入力し、Cancel または Done
をタップして確定します。
（注 .4 参照）
図. 5
マイクロモータの電力需要が高すぎると、操作画面にオーバー
ヒートの記号
が表示されます。この場合、iOptima ユ
ニットはマイクロモータのオーバーヒートを避けるため、自動
的にトルクを下げます。
通常のトルクに戻すには、モータを数秒間アイドリング状態で
作動させるかまたは数秒間停止させてください。

1
2

図. 6

図. 7

図. 8

15.2.2 ハンドピースのギア比
図. 6
タップ、選択してハンドピースのギア比を修正します。

⚠ 注意

注
1

エンドモードでは、iOptima/iOptimaINT ユニットに組み込
まれている電磁弁の働きによりエアスプレーのスイッチ
は常 にオフになります。

2

Save and create ( 保存して作成 )( ) ボタンは、ロック
が設定されている場合には使用できません (43 ページの
「13.7 設定」を参照してください。

3

操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存す
ることができます ( ロックが設定されていない場合 )。

4

入力した値が範囲外の場合、最大値または最小値が表示さ
れます。

5

操作画面には次に変更するまで、前に選択したハンドピー
スのギア比が表示されます。

6

BIEN-AIR 8:1 または BIEN-AIR 1:1 以外のギア比を選択すると
メッセージボックスに次のディスクレーマーがが表示されます。
注意！ iOPTIMA を BIEN-AIR 8:1 または BIEN-AIR Dental 1:1 以
外のインスツルメントで使用された場合表示されるトルク値（こ
れらは基準値を表したものです）の正確性を保証することはでき
ません。ビエン・エア・デンタル社は、上記の理由から生じた損
傷、あるいは負傷、および結果については責任を負わないものと
します。

7

倍速のギア比は赤、等速のギア比は青、減速のギア比は緑です。

8

光度は各治療ごとに設定が可能です。デフォルトの光度は
100% です。

9

操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した光度
が表示されます。

ハンドピースが選択したものであることを確認してください。
（注 . 5 - 6 - 7 参照）

15.2.3 照度
図. 7
画面をスライドまたはタップしてマイクロモータの照度を設
定します。照度は 11 段階で調節できます。
11 段階で調節できます：
• ライト OFF、最大光度の 10%、20%、30%、40%、50%、60%、
70%、80%、90% および 100%

15.2.4 フットペダルモード
図. 8
画面をタップしてフットペダルモードを選択します。
• ON/OFF（1）を選択すると、フットペダルを踏むと踏み
込む強さに関わらず常にモータ速度は最大速度で回転し
ます。
• Progressive（2）
：速度は踏み込む強さに応じ回転します。
（注 .10 参照）

10 操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択したフッ
トペダルモードが表示されます。

JPN

（注 . 8 - 9 参照）
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1

図. 9

図 . 10

図 . 11

15.2.5 マイクロモータの回転方向
図. 9
画面をタップしてマイクロモータの回転モードを切り替える
ことができます：
• Forward（正回転・時計回り）(1)
• Auto-reverse（自動逆回転）(2): 設定された最大トルク
に到達すると自動的に回転方向が逆になります（時計回り
から反時計回りへ）
• Auto-forward （自動正回転）(3): 設定された最大トルク
に到達すると自動的に回転方向が逆になります（時計回り
から反時計回りへ）
自動正回転モードの場合（逆回転）、設定された時間（4）
の経過後、モータが自動的に停止し逆回転します：0.5 秒
から 3.0 秒（反時計回りから時計回りへ）
（注 . 11 - 12 参照）

15.3

根管治療モード ( 開始 )

図 . 10
A.

をタップして ENDO モードにすると、操作画面が開き
ます。
（注 .13 参照）
図 . 11
B. Settings(設定) を押してBrands(ブランド画面)を開きます。
図 . 12
C. 画面をタップしてブランドを選択します。システム 画面が開
きます。
図 . 13
D. 画面を押して、ファイルシステムを選択します。
（注 .14 参照）
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図 . 12

図 . 13

 アプリは操作画面に戻ります。図 . 14。
E. マイクロモータを始動させるには、歯科用ユニットのフットペ
ダルを踏んでください。

⚠ 注意
作動モードに入る前にフットペダルが踏まれていると、警告
メッセージ « ペダルを放してください …» が表示されます。
フットペダルを放して再び踏むまでマイクロモータは始動し
ません。
図 . 14
F. ファイルの形状のエリアを押すと、次のファイルに飛びます。
事前に選択したファイルシステムのパラメータが自動的に
ロードされます（または必要なファイル（1）を直接押します )。
（注 . 15 - 16 参照）

15.4

設定をカスタマイズする

15.4.1 デフォルトの設定をカスタマイズする
（操作画面）
図 . 15
（注 .16 参照）
A. スライドして選択したファイルのマイクロモータの速度と
トルク値を調節します。
B. ハンドピースギア比、ライト照度、フットペダルモードまたは
回転方向を調節し、選択したファイルシステムの設定をカスタ
マイズします。
C. Save （保存） を押して新しい設定を有効にします。
（注 .17 参照）

2 3

1

1

6

図 . 15

図 . 16

15.4.2 システムの設定をカスタマイズす
る
図 . 16
A. Settings(設定)を押してBrands(ブランド画面) を開きます。
図 . 17
B. Brand（ブランド）を押すと Systems（設定画面）が開きます。
C. を 押 し て、フ ァ イ ル シ ス テ ム を カ ス タ マ イ ズ し ま す。
Settings（設定画面）が開きます。
図 . 18
D. ファイルシステムの設定をカスタマイズします。
• ファイルのどれか（4）を押すと File（ファイル画面）が
開きます。モータの速度およびトルクの値を変更してくだ
さい（戻るには（3）を押します）。
• アイコン（5）を押すと、ハンドピース比などが変更でき
ます。
• Add new file（新しいファイルを追加するフィールド ）
（6）
で押すと、新しいファイルを作成できます。長押しすると
ファイルを並べ替えることができ、また左にスワイプする
と既存ファイルを削除することができます。詳細は 55
ページの「15.5 ファイルの追加、並べ替え、削除」を参
照してください。
E. Cancel（1）または Save（保存）（2) を押してカスタマイズ
した設定を有効にします。

 保存した場合、記号 （事前にプログラムされた設定）が
（カスタマイズした設定）に変わります。

（注 .18 参照）
詳細については、57 ページの「15.7 新しいブランドとシステ
ムを作成する」を参照してください。

図 . 17

5

4

図 . 18

注
11 操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した回転
方向が表示されます。
12 逆回転モード（時計回り）の場合、記号が点滅し通知音
（中間の長さのビープ音の繰返し）が鳴ります。
13 iOptimaINT システムを使用している場合、ホルダーから
モータを引き出すたびに、デフォルトでそのモータと前に
使用した操作モードが表示されます ( ホームページから
のみ )。
14 往復運動 ENDO ファイル システムを選択すると、回転速
度、トルク、モータの回転方向、照度、フットペダル モー
ドは非表示となり、ギア比が固定されます。58 ページの

「15.8CA ENDO / レシプロ機能」を参照してください。
15 マイクロモータのスイッチがオンになっている時は、表示
される速度とトルクの値が事前にプログラムされた値か
らリアルタイム値に切り替わります。モータが運転を停止
すると、表示されていた速度とトルクの値は事前にプログ
ラムされた最大値に再び切り替わります。
16 操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存す
ることができます（フットペダルが踏まれていない時の
み）。53 ページの「15.4.1 デフォルトの設定をカスタマイ

ズする（操作画面）」を参照してください。
17 操作画面を保存しないと変更は破棄されます。
18 Systems（システム画面）で、 の記号から別のブランド
を選択して新しいシステムまたはブランドを作成するこ
ともできます。

JPN

図 . 14
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図 . 19

15.5

図 . 20

図 . 21

ファイルの追加、並べ替え、削除

（注 .19 参照）

15.5.1 新しいファイルを追加する
図 . 19
A. Add new file（新しいファイルの追加）をタップすると
File 画面が開きます。
図 . 20 - 図 . 21
B. File name field（ファイル名フィールド）(3) をタップする
と、画面上にキーボードが表示されます。File name（5）を入
力し、Done（完了）を押してください。
図 . 22
C. file figure（4）を押すと、Color designation（色指定画面）
が表示されます。新しいファイルの色を選択し、back（6）を
押して戻ります。
D. マイクロモータの速度およびトルクの値 (7)、を調節します。
( 図 . 20)
詳細は51ページの「15.2操作画面の説明」を参照してください。
E. back（2）を押して戻り、Save（保存）します。（1 図 . 19）
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図 . 22

図 . 23

15.5.2 ファイルを並べ替える
図 . 23
A. ファイル上で長押しするとドラッグアンドドロップ機能が
起動し、 アイコン（2）が表示されます。
アイコンを押すと、ファイルをドラッグアンドドロップす
B.
ることができます。
C. Done ( 完了 )(1) をタップして確定します。

図 . 24

図 . 25

図 . 26

図 . 27

図 . 28

15.5.3 ファイルを削除する
図 . 24
A. 左にスワイプすると既存のファイルを削除できます。
Save または Cancel を押します 。

15.6

デフォルトのシステムを復元し
ユーザー定義を削除する

図 . 25
左にスワイプすると復元または削除できます。
( 注 . 20 - 21 参照 )

15.6.1 デフォルトのシステム
図 . 26
Dentsply Sirona
（注 .22 参照）

注
19 デフォルトおよびユーザー定義のファイルに新しいファイ
ルを追加したり、並べ替えたり、削除することができます。
20 事前にプログラムされたエンドシステムは削除すること
ができません。しかし変更した場合、デフォルトの値を戻
すことは可能です。ユーザー設定の治療のみ削除すること
ができます。
21 カスタマイズした治療やユーザー定義の治療には
示されます。デフォルトの治療には

が表

が表示されます。

22 iOptimaINT システムで、事前に定義された往復運動 ENDO
( 根管治療 ) ファイル システムをアクティベートする必
要があります。あらかじめアクティベートされていない場
合は、タップしてアクティベーション ページに移動しま
す。58 ページの「15.8CA ENDO / レシプロ機能」を参照し

てください。

図 . 27
FKG swiss endo

23 事前に定義されたパラメータは予告なく変更される場合
があります。

⚠ 注意
歯科治療手順の中に含まれるパラメータは参考値としてのみ
記載されています。
Bien-Air Dentalはこれらの数値に対する責任を負いかねます。

JPN

図 . 28
Komet
VDW

（注 .23 参照）
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図 . 29

15.7

図 . 30

図 . 31

新しいブランドとシステムを作成する

図 . 29
A. をタップして、新しいブランドまたは新しいシステムを
追加します。Settings（設定画面）が開きます。
( 注 . 24 - 25 参照 )
図 . 30
（1）をタッ
B. Brand text field（ブランドテキストフィールド）
プして、画面上にキーボードを表示します。
図 . 31
C. 新しい Brand name（5）を入力、またはドロップダウンリス
トボックスから既存のブランドを選択して Done（完了）を押
します。
図 . 30
D. System
field（2）でタップし、システム名を入力した後、
Done を押します。
E. 新しいファイルを追加するには Add new files（4）をタップし
ます。55 ページの「15.5.1 新しいファイルを追加する」を参
照してください。
F. アイコン（6）を押して、iOptima ユニットのパラメータを設
定します。
• ハンドピースのギア比
• 照度
• フットペダルモード：プログレッシブモードまたは ON ／
OFF モード
• マイクロモータの回転モード：正回転、オートリバース、オー
トフォワード詳細は 51 ページの「15.2 操作画面の説明」を参
照してください。
G. Save (3) を押します。

57

図 . 32

図 . 33

15.7.1 カスタマイズしたブランドを元に戻す。
ユーザー定義のブランドを削除する。
( 注 . 26 - 27 参照 )
デフォルトのブランドを出荷時の設定に戻す。
図 . 32
A. デフォルトのブランドの上で左にスワイプします。

 ○ メッセージボックスが開きます：Restore factory brand

B. Cancel（キャンセル）または Restore（復元）を押して承認し
ます。
ユーザー定義のブランドを削除する
図 . 33
A. ユーザー定義のブランドの上で左にスワイプします。

 メッセージボックスが開きます：Delete user brand

B. Cancel（キャンセル）または Delete（削除）を押して承認し
ます。

2

1

4

3

5
6

図 . 34

15.8

図 . 35

図 . 36

CA ENDO / レシプロ機能

図 . 34
CA ENDO モードは、iOptimaINT システムでのみアクセスできます。
をタップして CA ENDO モードに切り替えます。
iOptimaINT

システムで、事前に定義された ENDO ファイル
システムをアクティベートする必要があります。
あらかじめアクティベートされていない場合は、タップして
アクティベーションページに移動してください。

図 . 37

図 . 38

トペダルを踏んでください。
図 . 37

 作業の状態が（4）で表示されます。
（注 . 28 - 30 参照）

⚠ 注意
• ビエン・エア製専用ハンドピース CA ENDO を使用してください。
• CA ENDO には必ず専用ファイルをご使用ください。

注

15.8.1 アクティベーション
図 . 35
A. More information をタップして表示された指示に従ってく
ださい。
B. 取得したコードを入力し、Activate (2) をタップします。

 次のいずれかのメッセージ ボックスが表示されます：
ライセンスがアクティベ
ートされていない。

ライセンスはアクティベ
ート済み。

24 新しいシステムとブランドは直接システム画面から作成
することもできます。
25 最大で 10 のユーザー定義のブランドと各ブランド毎に
10 システムを保存できます。それを超えると
ンが消えます。

アイコ

26 ブランド画面からすべてのデフォルトシステムを復元します。
27 ユーザー定義のブランドのみ削除することが可能です。
28 往復運動 ENDO ファイル システムを選択すると、回転速
度、トルク、モータの回転方向、照度、フットペダル モー
ドは非表示となり、ギア比が固定されます。

15.8.2 操作画面

29

MX2 マイクロモータの電力需要が高すぎると、操作
画面にオーバーヒートの記号 (5) が表示されます。この
場合、iOptimaINT ユニットは MX2 マイクロモータのオー
バーヒートを避けるため自動的にトルクを下げ ます。
100% のトルクに戻すには、モータを数秒間アイドリングま
たは停止させます。

30

ファイルにストレスがかかりすぎている場合は、
ファイル ストレス警告 (6) が表示されます。

図 . 36
フットペダルの記号 (3) が表示されます。
A. マイクロモータを始動させるには、歯科用ユニットのフッ

JPN

C. アクティベート済みの場合、アプリは操作画面に戻ります。
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図. 1

図. 2

図. 3

図. 4

図. 5

16 操作 - サージェリー モード
サージェリーモードは、iOptimaINT と MX-i マイクロモータ
システムでのみ使用できます。
MX-i マイクロモータ付きホルダーを設定される場合には
Bien-Air Dental SA 認定サービス エンジニアにお問い合わせ
ください。

16.1

サージェリーモード選択

図. 1
をタップしてサージェリー モードを選択します。
デフォルトでは事前にプログラムされたサージェリー治療
パラメータが設定されていますが、それらは変更することがで
き、変更した後初期設定値に戻すことができます。
ユーザーが任意に治療パラメータを追加または削除すること
ができます。
（注 .1 参照）

16.2

操作画面の説明

図. 2
操作画面では選択した治療タイプと設定が表示されます。
(1) Settings（各種治療タイプと設定にアクセス）
(2) 治療タイプの選択
(3) MX-i マイクロモータの回転モード：正回転および逆回転
(4) Save（保存）
(5) 照度変更
59

(6) ハンドピースのギア比
(7) MX-i マイクロモータの最大トルク (Ncm) 使用できる最
大トルクの割合も表示されます 43 ページの「13.7 設定」
を参照してください。
(8) MX-i マイクロモータの最高速度 (rpm)
(9) 前の画面に戻る
(10) 注水量の設定
（注 .2 参照）
61 ページの「16.3 根管治療モードを開始する」を参照してく
ださい。

16.2.1 MX-i マイクロモータの回転速度お
よびトルク
図. 3
スライドさせて最大速度とトルク値を調整します。
または、アイコン
をタップして正確な値を入力します。
図. 4
モータの速度とトルクの値を入力し、Cancel または Done を
タップして確定します。
（注 .4 参照）
図. 5
MX-i マイクロモータの電力需要が高すぎると、操作画面に
オーバーヒートの記号
INT

iOptima

が表示されます。この場合、

ユニットは MX-i マイクロモータのオーバーヒー

図. 7

図. 8

トを避けるため、自動的にトルクを下げます。
最大トルクに戻すには、モータを数秒間アイドリングまたは停
止させます。

注

16.2.2 ハンドピースのギア比

1

図. 6
画面をタップして、ハンドピースのギア比を選択してくださ
い。

Save and create ( 保存して作成 ) ( ) ボタンは、ロッ
クが設定されている場合には使用できません ( 43 ページ
の「13.7 設定」を参照してください。の章を参照 )。

2

操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存す
ることができます（ロックが設定されていない場合）。

3

量の設定
ボタンは表示されません。インストール
をご希望の場合は、ビエン・エア・デンタル社認定サービ
ス エンジニアにお問い合わせください。

4

入力した値が範囲外の場合、最大値または最小値が表示さ
れます。

5

倍速のギア比は赤、等速のギア比は青、減速のギア比は緑
です。

6

操作画面には次に変更するまで、前に選択したハンドピー
スのギア比が表示されます。

7

注水量は各治療ごとに設定が可能です。注水量の設定は、
デフォルトでは、インプラント治療用の注水オフとなって
います。

8

操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した注水
量が表示されます。たとえば、
は注水量 60% の設定
に相当します。

9

光度は各治療ごとに設定が可能です。デフォルトの光度は
100% です。

⚠ 注意
ハンドピースが選択したものであることを確認してください。
（注 . 5 - 6 参照）

16.2.3注水量の設定
図. 7
画面をスライドまたはタップして注水量を設定します。
0 ml/min (OFF) から 120 ml/min までの 6 レベルに設定でき
ます。
（注 . 3 - 7 - 8 参照）

16.2.4 照度
図. 8
ドットをスライドまたはタップして MX-i マイクロモータの照
度を設定します。
11 段階で調節できます：
• ライト OFF、最大光度の 10%、20%、30%、40%、50%、60%、
70%、80%、90% および 100%
（注 . 9 - 10 参照）

10 操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した光度
が表示されます。

JPN

図. 6
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図. 9

図 . 10

図 . 11

図 . 13

16.2.5 MX-i マイクロモータの回転方向

⚠ 注意

図. 9
タップして MX-i マイクロモータの回転モードを選択します：
• Forward（正回転・時計回り）
• Reverse（逆回転・反時計回り）

作動モードに入る前にフットペダルが踏まれていると、警告メッセー
ジ《ペダルを放してください》が表示されます。フットペダルを放し
て再び踏むまで MX-i マイクロモータは始動しません。MX-i 以外のマ
イクロモータが外されている場合、操作モードがそのモータ用に定義
済みであれば、そのモータと前に使用した操作モードが表示されま
す。そうでない場合は、代わりにホームページが表示されます。

（注 . 11 - 12 参照）

16.3

根管治療モードを開始する

図 . 10
A.

をタップして SURG モードにすると、操作画面が開き
ます。

（注 .13 参照）
図 . 11
B. Settings をタップすると、Operations 画面が開きます。
（注 .14 参照）
図 . 12
C. 選択したい治療タイプをタップします。

 アプリケーションは操作画面に戻ります。
D. MX-i マイクロモータを始動させるには、歯科用ユニットの
フットペダルを踏んでください。
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図 . 12

図 . 13
( 注 . 15 - 16 参照 )
• スライドして選択した治療に対する MX-iマイクロモータ
の速度とトルク値を調節します。
• 選択した治療のハンドピースギア比、照度または回転方向
を調節します。
• Save（3）をタップして新しい設定を有効にします。
（注 .17 参照）
E. Operation type ( 治療タイプ ) (1) または Selected
operation type (2) のどちらかをタップし治療画面で現在
選択されている治療の前後の治療を治療リストの中でナビ
ゲートすることができます。リスト内の治療をソートする
には 63 ページの「16.4.3 治療をソート」を参照してくださ
い。

1

図 . 14

3

図 . 16

デフォルトの操作をカスタマイズする

図 . 14
A. 操作画面からSettingsをタップして、
Operationsを開きます。
図 . 15
B. をタップして、選択したい治療タイプをカスタマイズし
ます。

 治療画面が開きます。

図 . 16
C. 治療の設定をカスタマイズします。
D. Cancel（2）または Save（3）をタップしてカスタマイズし
た設定を認証し、back( １ ) をタップして戻ります。

 保存した場合、記号 （事前にプログラムされた設定）が
スタマイズした設定）に変わります。
E. 治療を選択します。

 アプリは操作画面に戻ります。

注
11 逆回転モード（時計回り）の場合、記号が点滅し通知音
（中間の長さのビープ音の繰返し）が鳴ります。
12 操作画面には次に設定を変更するまで、前に選択した回転
方向が表示されます。
13 モータをホルダーから引き出すたびに（ホームページか
ら）、デフォルトでそのモータと前に使用した操作モード
が表示されます。
14 リスト上の各治療ごとに異なる色のタグ（ドット）を使用
してそれぞれの使用ギア比を表わしています。倍速のギア
比は赤、等速のギア比は青、減速のギア比は緑です。

（カ
15 マイクロモータのスイッチがオンになっている時は、操作
画面 図 . 13 に表示される速度とトルクの値が、事前に設
定された値から、リアルタイム値に切り替わります。モー
タが運転を停止すると、表示されていた速度とトルクの値
は事前にプログラムされた最大値に再び切り替わります。
16 操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存する
ことができます（フットペダルが踏まれていない時のみ）
。
17 操作画面を保存しないと変更は破棄されます。
18 事前にプログラムされた SURG 治療は削除できません。し
かし変更した場合、デフォルトの値を戻すことは可能で
す。ユーザー設定の治療のみ削除することができます。
19 カスタマイズした治療やユーザー定義の治療には が表
示されます。デフォルトの治療には が表示されます。
20 事前に定義されたパラメータは予告なく変更される場合
があります。

JPN

16.4

図 . 15

2
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図 . 17

図 . 18

図 . 19

16.4.1 初期設定に戻す。
ユーザー定義の操作を削除する
図 . 17
左にスワイプすると初期設定に復元または削除ができます。
( 注 . 18 - 19 参照 )

16.4.2 デフォルトの操作
図 . 18

⚠ 注意
あらかじめ設定されている治療パラメータは治療前の情報と
してプログラムされています。Bien-Air Dental はこれらの数
値に対する責任を負いかねます。
（注 .20 参照）

16.4.3 治療をソート
図 . 19
A. Operation 上で長押しするとドラッグアンドドロップ機能
が起動し、アイコン
(2) が表示されます。
B. アイコン
を押すと、ファイルをドラッグアンドドロッ
プすることができます。
C. Done (1) をタップして確定します。
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図 . 20

図 . 21

16.4.4 治療をソート
図 . 20
A. 非表示になっていない治療を長押しすると、非表示機能が
起動し、アイコン
(2) と
(3) を表示させます。
(2) の
B. 治療を非表示にするには、リストでタップすると
アイコンが
(3) に変わります。
(3) のア
C. 治療を表示にするには、リストでタップすると
イコンが
(2) に変わります。
D. Done（完了）(1) をタップして、確定します。
（注 .21 参照）
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図 . 22

図 . 23

図 . 24

16.5 新しく治療パラメータを作成する
（ユーザー定義）
図 . 21
A. 操作画面から Settings をタップして、Operations を開きま
す。
図 . 22
B. をタップして、新しい治療タイプを作成します。

 Operations（治療画面）が開きます。

注
21 非表示にした治療は操作画面に表示されなくなるので、
ユーザーが希望するもののみを選んで表示させられるよ
うになります。
22 最大で 20 のユーザー定義の治療を保存できます。それを
超えると アイコンが消えます。

（注 .22 参照）
図 . 23
C. Operation name のテキストフィールド (1) をタップすると、
画面上にキーボードが表示されます。

JPN

図 . 24
D. 新しい治療名 (3) を入力し、Done (4) をタップします。
E. ハンドピース比と治療を設定します。
F. Cancel または Save （2）をタップして、ユーザー定義の治
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1
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3
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図. 1

図. 2

図. 3

図. 4

17 操作 - ピエゾスケーリング モード
ピエゾスケーリング モードは、iOptimaINT とピエゾ
スケーラー システムでのみ使用できます。
ピエゾスケーラー付きホルダーを設定される場合は、Bien-Air
Dental SA 認定サービス エンジニアにお問い合わせください。

17.1

ピエゾスケーリングモード選択

（注 .2 参照）
65 ページの「17.3 根管治療モード ( 開始 )」を参照してください。

17.2.1 パワー レベル
図. 3
スライドしてパワー レベル値を調節します。

図. 1
をタップすると、ピエゾスケーリング モードが選択され
ます。
デフォルトでは事前にプログラムされたピエゾスケーリング
治療パラメータが設定されていますが、それらは変更したり初
期設定値に戻すことができます。ユーザーが任意に治療パラ
メータを作成したり削除することができます。
（注 .1 参照）

17.2

操作画面の説明

図. 2
操作画面では選択した治療タイプと設定が表示されます。
(1) Settings（各種の治療タイプと設定にアクセス）
(2) 選択した治療タイプ
(3) ピエゾスケーラーのステータス
(4) Save（保存）
(5) パワー レベル
(6) 前の画面に戻る
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17.3

根管治療モード ( 開始 )

（注 .3 参照）
図. 4
A. Settings を押して Operations( オペレーション画面 ) を開き
ます。
図. 5
B. 選択したい治療タイプをタップします。

 アプリケーションは操作画面に戻ります。
C. ピエゾスケーラーを始動させるには、歯科用ユニットの
フットペダルを踏んでください。

1
2

3

図. 5

図. 6

図. 7

⚠ 注意
作動モードに入る前にフットペダルが踏まれていると、警告
メッセージ《ペダルを放してください》が表示されます。
フットペダルを放して再び踏むまでピエゾスケーラーは始動
しません。
ピエゾスケーラー以外のマイクロモータが外されている場合、
操作モードがそのモータ用に定義済みであれば、そのモータと
前に使用した操作モードが表示されます。そうでない場合は、
代わりにホームページが表示されます。

注
1

Save and create ( 保存して作成 ) ( ) ボタンは、ロッ
クが設定されている場合には使用できません (43 ページ
の「13.7 設定」を参照してください。の章を参照 )。

2

操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存す
ることができます（ロックが設定されていない場合）。

3

モータをホルダーから引き出すたびに ( ホームページか
ら )、デフォルトでそのモータと前に使用した操作モード
が表示されます。

4

操作画面ですべてのパラメータを直接変更および保存する
ことができます（フットペダルが踏まれていない時のみ）
。

5

操作画面を保存しないと変更は破棄されます。

図. 6
（注 .4 参照）
• スライドして選択した治療のピエゾスケーラーのパワー
レベル値を調節します。
• Save（3）を押して新しい設定を有効にします。
（注 .5 参照）
D. Operation type (1) または Selected operation type(2) の
どちらかをタップし治療画面で現在選択されている治療の
前後の治療を治療リストの中でナビゲートすることができ
ます。リスト内の治療をソートするには 67 ページの
「17.4.3
治療をソート」を参照してください。

17.4

デフォルトの操作をカスタマイズする

JPN

図. 8
A. 操作画面からSettingsをタップして、
Operationsを開きます。
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図. 8

図. 9

図 . 10

図. 9
B. を押して、選択したい治療タイプをカスタマイズします。

 治療画面が開きます。

図 . 10
C. 治療の設定をカスタマイズします。
D. Cancel（2）または Save（3）をタップしてカスタマイズし
た設定を認証し、back(1) をタップして戻ります。

 保存した場合、記号 （事前にプログラムされた設定）が
（カスタマイズした設定） に変わります。
E. 治療を選択します。

 アプリは操作画面に戻ります。

17.4.1 デフォルトに戻す。
ユーザー定義の操作を削除する。
図 . 11
左にスワイプすると復元または削除できます。
( 注 . 6 - 7 参照 )

17.4.2 デフォルトの操作
図 . 12

⚠ 注意
あらかじめ設定されている治療パラメータは治療前の情報と
してプログラムされています。Bien-Air Dental はこれらの数
値に対する責任を負いかねます。
（注 .8 参照）
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図 . 11

図 . 12

17.4.3 治療をソート
図 . 13
A. Operation 上で長押しするとドラッグアンドドロップ機能
が起動し、
アイコン（2）が表示されます。
B.
アイコンをタップすると 、ファイルをドラッグアンド
ドロップすることができます。
C. Done (1) をタップして確定します。

17.4.4 治療をソート
図 . 14
A. 非表示になっていない治療を長押しすると、非表示機能が
起動し、アイコン
(2) と
(3) を表示させます。
(2) の
B. 治療を非表示にするには、リストでタップすると
アイコンが
(3) に変わります。
(3) のア
C. 治療を表示にするには、リストでタップすると
イコンが
(2) に変わります。
D. Done（完了）(1) をタップして、確定します。
（注 .10 参照）

1

2

3

1
2
3

5
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図 . 13

17.5

図 . 14

図 . 15

新しく治療パラメータを作成する
（ユーザー定義）

図 . 14
A. 操作画面から Settings を押して、Operations を開きます。

図 . 16

注
6

事前にプログラムされた PIEZO 治療は削除できません。し
かし変更した場合、デフォルトの値を戻すことは可能で
す。ユーザー設定の治療のみ削除することができます。

7

カスタマイズした治療やユーザー定義の治療には が表
示されます。デフォルトの治療には が表示されます。

8

事前に定義されたパラメータは予告なく変更される場合
があります。

9

非表示にした治療は操作画面に表示されなくなるので、
ユーザーが希望するもののみを選んで表示させられるよ
うになります。

図 . 15
B. を押して、新しい治療タイプを作成します。

 Operations が開きます。
（注 .10 参照）

図 . 16
C. Operation name のテキストフィールド（1）を押すと、画面
上にキーボードが表示されます。
図 . 17
D. 新しい治療名 (3) を入力し、Done (4) をタップします。
E. パワー レベルを設定します。
F. Cancel、または Save（2）を押して、ユーザー定義の治療
を認証し、back を押して戻ります。( 図 . 16)

図 . 17

10 最大で 20 のユーザー定義の治療を保存できます。それを
超えると アイコンが消えます。

 保存した場合、 の記号（ユーザー定義）と共に新しい治療
が Operations 画面（5）に表示されます。( 図 . 15)
G. 治療を選択します。

JPN

 アプリは操作画面に戻ります。
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18 エラーリストおよびトラブルシューティング
18.1

安全警告（操作）

警告

フットペダルの解除

メッセージ

警告の理由

対応方法

フットペダルを解除してく
ださい ...

操作ページへのアクセス時
にフットペダルが押されて
いる。
システム情報の通知時に
フットペダルが押されたま
まである。
モータが 2 秒以上、停止し
ています。

フットペダルを解除し、再度押してください。

モータの過熱防止のため、
モータードライブがトルク
の供給を制限している。

しばらく使用を控え、
システムを冷やしてください。

iPod touch®/iPad mini® のス
ピーカーが OFF に切り替えら
れた。またはユーザーにより音
量が抑えられた。iPod touch®/
iPad mini® のスピーカーを
ON に切り替え、音によるシス
テム情報とアラームが確かに聞
こえるようにする必要がある。

iPod touch®/iPad mini® のスピーカーを ON に
切り替え、適切な音量レベルに設定してくださ
い。

iPod touch®/iPad mini® にイ
ンストールされた iOS バー
ジョンがビエン・エアにより
承認されたものではない。ゆ
えにこの設定でのシステムの
使用は推奨されない。

ビエン・エアが推奨しない場合は、新しい iOS
バージョンで iPod touch®/iPad mini® をアッ
プデートしないでください。
それにもかかわらず、新しい iOS バージョンで
iPod touch®/iPad mini® をアップデートした場
合は、ビエン・エアがその新しい iOS バージョ
ンを承認するまでシステムを使用しないでくだ
さい。

取扱説明書の更新内容はビエ
ン・エアのウェブサイトで閲
覧でき、iPod touch®/iPad
mini® に自動的にダウンロー
ドおよびアップデートされま
す。

システムを使用する前には、更新された取扱説
明書を参照してください。

モータのトルクが閾値に達
したことが検知されます。

ファイルにかかっている圧力を解放します。治
療の速度を落とします。

モータ トルク リミッタ作動

iPod touch®/iPad mini® の
スピーカー OFF

iPod touch®/iPad mini® の
音量を ON に切り替え、診
療室の騒音状況に応じた適
切な音量レベルに設定して
ください。

承認されていない iOS バー
ジョンの使用

取扱説明書が更新された

モータのトルクが閾値に達
し、ファイルにストレスが
かかった
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取扱説明書を更新されてい
たら、情報ページから参照
できます。

18.2

機器に関するエラー

エラーの説明

メッセージ

エラーの原因

対応方法

モータが接続されていませ
ん！
モータの接続を確認してくだ
さい。

モータの位相障害。モータが
適切に接続されていない。

1. モータの接続を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は Bien-Air Dental
SA にお問い合わせください。

モータ用ケーブルが故障し
ています！
モータ用ケーブルを交換し
てください。

モータ・ドライブ・パワー・
リミッターの不具合。モータ
用ケーブルの損傷。

1. モータ用ケーブルを交換してください。
2. 問題が解決しない場合は Bien-Air Dental
SA にお問い合わせください。

システム全体が過熱してい
ます！
冷却するまでお待ちくださ
い。

モータ・ドライブの過熱。

1. システムが冷却するまでお待ちください。
2. 問題が解決しない場合は Bien-Air Dental
SA にお問い合わせください。

[ エラーコード ] = EC100 :
モータ・ドライブの通信異
常
[ エラーコード ] = EC101 :
モータ・ドライブの電圧不
足
[ エラーコード ] = EC102 :
モータ・ドライブの電圧過
剰
[ エラーコード ] = EC120 :
モータ・ドライブの他の不
具合

1. ユニットのスイッチを OFF にします
2. iPod touch®/iPad mini® をユニットから取
り外します
3. iOptima アプリケーションを閉じます
4. ユニットのスイッチを ON にします
5. iPod touch®/iPad mini® をユニットに取り
付けます
6. iOptima アプリケーション再起動します
7. 問題が解決しない場合は Bien-Air Dental
SA にお問い合わせください。

エラー 4

モータの接続なし

エラー 5

モータ用ケーブルの不具合

エラー 6

モータ・ドライブの過熱

電気系統の不具合

電気系統が故障していま
す！
Bien-Air Dental SA にお問
い合わせください。

JPN

一般的なエラー [ エラーコード ]
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18.3
色

緑

オレン
ジ

赤

iOS の互換性によるエラー（ディスクレーマー・スクリーン）
iOS のバージョン（数字の違いで識
別）

• なし。
現在インストールされている iOS
• 現在インストールされている iOS は、ア x.y.z のテキストセクションは緑で
プリケーションのバリデーションで認
表示されます。
証された iOS と同一です。
• 最後の数字が異なります：iOS x.y.Z
• 現在インストールされている iOS は更新
されており、アプリケーションのバリ
デーションで認証された iOS とは若干異
なります。

制限事項（推奨）

制限なし。

現在インストールされている iOS
x.y.z のテキスト・セクションはオ
レンジで表示されます。
ユーザーは、使用している機器の
設定が推奨される設定とは若干異
なっていることに注意してくださ
い。

• ご使用の設定は、推奨される設定とは若干異
なります。
• 制限なし。

• 1 番目、および／または 2 番目の数字が
異なります：iOS X.y.z, or iOS X.Y.z
現在インストールされている iOS
• 現在インストールされている iOS は更新 x.y.z のテキストセクションは赤で
されており、アプリケーションのバリ
デーションで認証された iOS とは大幅 表示されます。
に、あるいは少なくとも見逃せない違い
があります。

• ご使用の設定は、推奨される設定とは著しく
異なります。

（注 .1 参照）

71

テキストのバージョン

⚠ 注意
現在の設定は使用してはなりません！

注
本品取扱説明書をよく読んだ上で iOptima のトラブル
シューティングを行ってください。
ご不審ご不明な点、または下記に記載されていないメッ
セージ等がありましたらビエン・エア・デンタル社に連絡
してください。

JPN

1
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1
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図. 1

19 メンテナンス
⚠ 注意

19.3

Bien-Air Dental 製のメンテナンス製品および部品、あるいは
Bien-Air Dental が推奨する製品および部品のみをご使用くだ
さい。それ以外の製品、あるいは部品をご使用の場合は、機器
の故障の原因となり、保証が無効となります。

19.1

アフターサービス

機器は絶対に分解しないでください。機器の改良や修理の場
合は、通常取引のあるサプライヤーに連絡するか、Bien-Air
Dental 社に直接ご連絡ください。
（注 . 1 参照）

19.2

洗浄

• iOptima ユニット／ iOptimaINT ユニット本体とホースの
表面は、Bien-Air Dental のスプレーネットをご使用くだ
さい。または、消毒アルコールにを浸した清潔な布、歯科
用もしくは手術用機器に推奨された使い捨て消毒シート
で洗浄してください。
• 消毒液の中に浸さないでください。
• 超音波洗浄機は使用しないでください。
•
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重要事項

マイクロモータとホースのメンテナンスについて：IFU を参照

製品

マイクロ
モータ

IFU

ホース

IFU

iOptima

MX2 LED

2100199

MX2

2100223

iOptimaINT

MX2 LED

2100199

MX2

2100223

iOptimaINT

MX-i

2100245

MX-i

2100163

19.4

4VL パッキンの交換

図. 1

注

⚠ 注意
使用中にホースと本体の接続部から水が漏れたりした場合は、
直ちに O- リングまたはパッキンを交換してください。
パッキンを取り外す再には鋭利な器具は使用しないでくださ
い！
A. デンタルチェアユニットの電源スイッチを切り、注水を止
めてください。
B. iOptima ユニットのスイッチを «O » にして切ります。
C. 本体裏面のホースを外し、さらにホースのプラグ (1) を外して
ください。
D. 次に、劣化した 4VL パッキン (2) を取り外してください。
E. 新しい 4VL パッキン（製品番号 1302403-010）を取り付けます。

1 Bien-Air Dental SA は、ユーザーに動的インスツルメン
トの定期的（年に一度）な点検または検査を推奨しています。

 ホースを本体に接続して、ユニットの電源をオンにしてく
ださい。

ホースを本体に接続して、ユニットの電源をオンにしてください。
詳細については 17 ページの「5.1iOptima アプリをインストー
ルする」を参照してください。

19.5

iOptimaINT

⚠ 注意
歯科用ユニットの開閉と iOptimaINT システムの修理ができる
のは、Bien-Air Dental 認定サービス エンジニアのみです。

JPN

iOptimaINT 取付け説明書を参照してください。
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20 一般情報および保証
20.1

一般情報

この機器は、資格を持った専門家が、労働安全衛生と事故防止
対策に関する現行の法規定、並びにこの機器の取扱説明書に
従って使用するものとします。これらの前提条件に従い、機器
を操作するオペレータは：
• 正常に機能する機器のみを使用するものとします。通常と
異なる動作、過剰な振動、異常な熱、あるいは機器の異常
を示すその他の兆候が現れた場合は、作業を直ちに中止
し、Bien-Air Dental SA 認可の修理センターにお問い合
わせください。
• その機器が必ず本来意図した目的にのみ使用されるよう
注意し、オペレータ自身、患者、また第三者をいかなる危
険からも保護し、この製品の使用による汚染を回避しなけ
ればなりません。

20.2

商標

ProTaper Next® は、DENTSPLY SIRONA Inc. の商標です。
WaveOne® は、DENTSPLY SIRONA Inc. の商標です。
DENTSPLY MAILLEFER® は、DENTSPLY SIRONA Inc. の商標です。

20.3

保証条件

Bien-Air Dental SA は、ユーザーに対し、機能的な不具合、
素材、あるいは製品の欠陥のすべてについて保証をいたしま
す。この保証により、機器はそれぞれ送り状に記載の日付か
ら下記の期間、保証の対象となります。
• ホース：12 ヶ月
• 電源：12 ヶ月
• 組込み型電子基板：12 ヶ月
• iOptima/iOptimaINT ユニット：24 ヶ月
• シリーズ MX2 LED マイクロモータ：36 ヶ月
そ の ク レ ー ム が 正 当 で あ る と 認 め ら れ た 場 合、Bien-Air
Dental SA あるいはその正式な代理人は、この保証のもと
で、機器を無償で修理、あるいは交換し、同社の義務を果た
すものとします。その他のクレームは、どのような性質のも
のであれ、特に損害賠償や利害に関わる申し出については、
この保証の対象から除外されます。
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Bien-Air Dental SA は、下記の理由から生じた損傷、あるい
は負傷、および結果については責任を負わないものとします。
• 過度の使用による消耗や磨耗
• 不適切な使用
• 機器の設置、運転、メンテナンスに関する取扱説明書の指
示の不順守
• 異常な化学的、電気的な影響
• エア、水または電気に関する接続不良
この保証は損害およびその結果が製品の不適切な操作による
ものである場合、または Bien-Air Dental SA の許可を受けて
いない者による修理、製品の改造によるものである場合は
保証は無効となります。
保証条件についての申し立ては、購入日、製品の製品番号、
シリアルナンバーが明確に印字された送り状、あるいは納品
書等を実際に提示することによってのみ考慮されるものとし
ます。
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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
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