保守点検
日常の保守点検の手引き（使用者による保守点検）
●医療機器の保守点検の管理は、使用者（医療機関）の業務です。使用者側で実施されな
い場合は、医療機器修理業者などの有資格者に外部委託することが認められています。
●本製品を末永く、安全にご使用頂くためには、下記の項目について定めた頻度で点検を
実施して頂く必要があります。
No

点検内容

点検頻度

点検方法・診断

点検未実施の場合の
影響

点検の結果、不合格時の
保守作業

①ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰのﾍﾟﾀﾞﾙを深く踏
毎回
１ 安全機能の
確認
（始業前） み込んだとき、椅子の操作ｽｲ
ｯﾁは機能しないこと。
②ﾄﾞｸﾀｰ操作ﾊﾟﾈﾙのﾌｧﾝｸｼｮﾝｽｲｯﾁ
で設定操作しているとき、椅
子の操作ｽｲｯﾁは機能しないこ
と。
③椅子の自動運転中に、椅子操
作用のいずれかのｽｲｯﾁ(ﾌｯﾄｽｲ
ｯﾁ含む)を押せば、椅子は停
止すること。
④回転式のｽﾋﾟｯﾄﾝ部を患者側に
回転させたとき、ｶｽﾋﾟﾀﾞｰｶﾊﾞ
ｰのｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ部はﾋﾟﾝｸ色に発
光し、椅子の操作ｽｲｯﾁは機能
しないこと。

治療中の椅子作動に
よるケガや、ﾕﾆｯﾄ部
と椅子との挟みによ
る事故など、思わぬ
ケガや事故の原因に
なります。

不具合時は、取扱店または当社
へ連絡してください。

毎回
２ 水・ｴｱｰ圧
ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽの圧力計にて水・
の確認
（始業前） ｴｱｰの圧力を確認すること。

製品が正常に作動し
なくなり、事故など
の原因になります。

設定圧力が異常に高いまたは低
い場合は、取扱店または当社へ
連絡してください。

毎回
製品の周りからの水・ｴｱｰの漏
３ 水・ｴｱｰの
漏れ確認 （始業前） れがないか確認すること。

製品が正常に作動し
なくなり、事故など
の原因になります。

不具合時は、取扱店または当社
へ連絡してください。

毎回
ﾃｰﾌﾞﾙ及びｱｰﾑに傾きがなく、流
４ ﾃｰﾌﾞﾙ部の
状態確認 （始業前） れないこと。

ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ上に置かれ
た物の落下によるケ
ガや事故などの原因
になります。

不具合時は、取扱店または当社
へ連絡してください。

毎回
ON/OFFｽｲｯﾁにて点灯・消灯する
５ ﾌｨﾙﾑﾋﾞｭｱｰ
の確認
（始業前） こと。輝度調節機能があるもの
は調節ができること。また、継
続して光がちらつかないこと。

ﾌｨﾙﾑﾋﾞｭｱｰが点灯しな 不具合時は、取扱店または当社
くなります。
へ連絡してください。
発光部位（蛍光灯な
ど）は消耗品です。

毎回
各操作ｽｲｯﾁ（ﾃｰﾌﾞﾙ、ｶｽﾋﾟﾀﾞｰ、
６ 各操作ｽｲｯﾁ
の確認
（始業前） ｱｼｽﾀﾝﾄの各部）が、正常に作動
すること。
※各操作ｽｲｯﾁの説明は、取扱説
明書を参照。

製品が正常に作動し
なくなり、事故など
の原因になります。

不具合時は、取扱店または当社
へ連絡してください。

毎回
光源付ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取
７ 光源付
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの （始業前） 上げたとき、又はﾎﾙﾀﾞｰから取
確認
上げて回転駆動させた時にﾗﾝﾌﾟ
が点灯すること。

光源付ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽのﾗﾝﾌﾟ
が点灯しなくなりま
す。
ﾗﾝﾌﾟは消耗品です。

各ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの取扱説明書に従い
ﾗﾝﾌﾟを交換してください。
ﾗﾝﾌﾟを交換しても直らない場合
は、取扱店または当社へ連絡し
てください。

基本設定圧力
水＝0.09MPa～0.19MPa
ｴｱｰ＝0.44MPa～0.49MPa

毎回
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取上げて 患者口腔内のケガやﾊﾝ 水量は取扱説明書の「各部の調
８ ｴｱｰﾀｰﾋﾞﾝ、
ｴｱｰﾓｰﾀｰの （始業前） 作動させた時に、回転、水、ｴｱ ﾄﾞﾋﾟｰｽの故障など、事 節」に従って調節を行ってくだ
作動確認
ｰ量などに異常がないこと。
故の原因になります。 さい。
水量調節をしても直らない場合
【参考値】
やその他の不具合は、取扱店ま
ｴｱｰﾀｰﾋﾞﾝ･･･0.22MPa(*)
たは当社へ連絡してください。
のとき300000rpm以上
ｴｱｰﾓｰﾀｰ･･･0.32MPa(*)
のとき20000rpm以上
*･･･ﾄﾞｸﾀｰﾃｰﾌﾞﾙのﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ
圧力計での指示値
ご使用のﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽにより、定格
が異なりますので、それぞれの
取扱説明書をご確認ください。

保守点検
No

点検内容

点検頻度

点検方法・診断

点検未実施の場合の
影響

点検の結果、不合格時の
保守作業

ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取上げて
毎回
９ ﾏｲｸﾛﾓｰﾀｰの
作動確認 （始業前） 作動させた時、回転、水量など
に異常がないこと。

患者口腔内のケガ、
発熱によるやけどや
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの故障な
ど、事故の原因にな
ります。

水量は取扱説明書の「各部の調
節」に従って調節を行ってくだ
さい。
水量調節をしても直らない場合
やその他の不具合は、取扱店ま
たは当社へ連絡してください。

10 ｽｹｰﾗｰの
作動確認

患者口腔内のケガ、
発熱によるやけどや
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの故障な
ど、事故の原因にな
ります。

水量は取扱説明書の「各部の調
節」に従って調節を行ってくだ
さい。
水量調節をしても直らない場合
やその他の不具合は、取扱店ま
たは当社へ連絡してください。

毎回
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取上げて
11 ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの
固定状態の （始業前） 作動させた時、ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽとﾎｰｽ
確認
の接続部から、水、ｴｱｰのもれ
がないこと。

患者口腔内のケガ、
発熱によるやけどや
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの故障な
ど、事故の原因にな
ります。

製品のﾒｲﾝｽｲｯﾁを切り、ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ
を取付直してください。
取付直しても直らない場合は、
取扱店または当社へ連絡してく
ださい。

12 ｼﾘﾝｼﾞの
作動確認

毎回
水、ｴｱｰの量、噴霧状態が適切
（始業前） であること。

ｼﾘﾝｼﾞとしての機能
（治療部位の乾燥、
冷却、洗浄）ができ
なくなります。

水量、ｴｱｰ量は取扱説明書の「各
部の調節」に従って調節を行っ
てください。
調節をしても直らない場合は、
取扱店または当社へ連絡してく
ださい。

13 ﾊﾞｷｭｰﾑ
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ

毎回
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取上げた
（始業前） 時、吸引を始めること。ﾉﾌﾞ付
の場合、吸引ﾗｲﾝの開閉ができ
ること。

口腔内の切削粉塵、
水、唾液などを吸引
しなくなります。

取扱説明書の「お手入れの方
法」に従ってﾊﾞｷｭｰﾑﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの
清掃をしてください。
清掃をしても直らない場合やそ
の他の不具合は、取扱店または
当社へ連絡してください。

14 排唾
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ

毎回
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取上げた
（始業前） 時、吸引を始めること。ﾉﾌﾞ付
の場合、吸引ﾗｲﾝの開閉ができ
ること。

口腔内の水、唾液な
どを吸引しなくなり
ます。

取扱説明書「お手入れの方法」
に従って排唾ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽの清掃を
してください。
清掃をしても直らない場合やそ
の他の不具合は、取扱店または
当社へ連絡してください。

15 ｺｯﾌﾟ給水

毎回
ｺｯﾌﾟ置台に紙ｺｯﾌﾟを置くと、正 ｺｯﾌﾟに給水されない、
（始業前） 常にｺｯﾌﾟを検知し給水するこ
または任意の水量(時
と。
間）を給水しない可能
給水量は任意の水量（時間）を 性があります。
給水すること。
※他の材質（ｽﾃﾝﾚｽ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸな
ど）や、濃い色柄の紙ｺｯﾌﾟは
誤作動する場合があります。

16 ﾎﾞｳﾙﾌﾗｯｼｭ

毎回
ｺｯﾌﾟ給水と連動の場合はｺｯﾌﾟ置 ﾎﾞｳﾙﾌﾗｯｼｭが行われな 不具合時は、取扱店または当社
（始業前） 台にｺｯﾌﾟを置き、ｺｯﾌﾟ給水と非 い可能性があります。 へ連絡してください。
連動の場合はﾎﾞｳﾙ洗浄ｽｲｯﾁを押
してﾎﾞｳﾙﾌﾗｯｼｭが行えること。

17 その他

毎回
可動可能部位を可動させた際、 製品が正常に作動し
（始業前） 機器のｶﾞﾀﾂｷや異音、ねじの緩 なくなり、事故など
みがないこと。
の原因になります。

毎回
ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをﾎﾙﾀﾞｰから取上げて
（始業前） 作動させた時、振動、水量など
に異常がないこと。

毎回
18 外観、
汚れ、
（終業後）
薬品・薬剤
の除去
19 お手入れ
ｿﾘｯﾄﾞｺﾚｸﾀｰ

給水量は、取扱説明書「各部の
調整」に従って給水量を調節し
てください。
給水量を調節しても直らない場
合やその他の不具合は、取扱店
または当社へ連絡してくださ
い。

不具合時は、取扱店または当社
へ連絡してください。

汚れ、薬品薬剤付着の有無に関 樹脂部品などの変色、 取扱説明書の「お手入れの方法」
わらず、製品全体を清拭のこ
変質、破損などの原因 に従って清拭してください。
と。汚れがひどい場合などは、 になります。
水で薄めた中性洗剤を用いるこ
と。

毎回
ｿﾘｯﾄﾞｺﾚｸﾀｰのﾌｨﾙﾀｰの清掃
（終業後）

ﾊﾞｷｭｰﾑの吸引が弱く
なります。

取扱説明書の「お手入れの方法」
に従って、ﾌｨﾙﾀｰを清掃してくだ
さい。

保守点検
No

点検内容

20 お手入れ

点検頻度

点検未実施の場合の
影響

点検方法・診断

点検の結果、不合格時の
保守作業

１週間毎 ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰのﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞからの水
抜き

ｴｱｰﾗｲﾝに水が回り機
器故障の原因になり
ます。

取扱説明書の「お手入れの方法」
に従って、ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰの水抜きをし
てください。

21 お手入れ

１ヶ月毎 ｵｲﾙﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ内の排油量が赤
いﾗｲﾝまで溜まっていないこ
ｵｲﾙﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ
と。

ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽが排気不良
で、正常に出力しな
くなります。

取扱説明書の「お手入れの方法」
に従って、ｵｲﾙを排出してくださ
い。

22 お手入れ

水が出なくなりま
ﾌｨﾙﾀｰの交換作業時には、取扱店
す。
または当社へ連絡してください。
ﾌｨﾙﾀｰは消耗品です。 有料にて交換致します。

ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

６ヶ月毎 各種ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽやうがい用の水量
等に異常がないこと。ﾌｨﾙﾀｰの
ｵﾌﾟｼｮﾝ品の
寿命（適切な機能維持期間）の
水ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀｰ
目安は約６ヶ月です。

23 お手入れ
ｵﾌﾟｼｮﾝ品の
ｴｱｰｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀｰ

６ヶ月毎 各種ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽのｴｱｰ量等に異常
がないこと。ﾌｨﾙﾀｰの寿命（適
切な機能維持期間）の目安は約
６ヶ月です。

ｴｱｰの供給量が減少し ﾌｨﾙﾀｰの交換作業時には、取扱店
または当社へ連絡してください。
ます。
ﾌｨﾙﾀｰは消耗品です。 有料にて交換致します。

警告
保守点検は本手引きを参照して必ず実施してください。
保守点検を実施しないで本製品を使用すると、人身事故や物損事故などの原因になり
ます。

