
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたびは、『

 

●ご使用になる前に、本取扱説明書の

 正しくご使用ください。

●この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、わからない時は

再読してください。
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本製品は

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。

本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。

〇フリーアーム・アルテオと

〇フリーアーム・フォルテと
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使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、

環境への影響を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。
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輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。

①傾斜、振動、衝撃などの

②水がかからないように輸送及び保管を行うこと。

③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などに

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

⑤周囲温度範囲

⑥

安全上のご注意

廃棄について

輸送及び保管に関する環境条件について

概要

本製品は、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。

本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。

〇フリーアーム・アルテオと

〇フリーアーム・フォルテと

本書では本製品を

次のように説明しています。
 

● 安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

 

 

● お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。
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環境への影響を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。

 

輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。

①傾斜、振動、衝撃などの

②水がかからないように輸送及び保管を行うこと。

③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などに

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

⑤周囲温度範囲

⑥梱包状態では

安全上のご注意

注意

廃棄について

輸送及び保管に関する環境条件について

概要 

・本取扱説明書に

・本製品を治療の目的以外に使用しないこと。

・本製品の改造を行わないこと。禁止 

・本製品

・使用後は廃棄
指示 

・大きな衝撃を加えないこと。

・

・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。

 

禁止 

指示 

・

・異常時には直ちに使用を中止すること。

警告

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。

本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。

〇フリーアーム・アルテオと

〇フリーアーム・フォルテと

本製品をお使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

次のように説明しています。

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、

環境への影響を抑制するために、

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。

輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。

①傾斜、振動、衝撃などの

②水がかからないように輸送及び保管を行うこと。

③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などに

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

⑤周囲温度範囲-10℃から40

梱包状態では大きい平面を上にして輸送及び保管すること。

 

 

安全上のご注意 

注意 

廃棄について(環境保護

輸送及び保管に関する環境条件について

・本取扱説明書に

・本製品を治療の目的以外に使用しないこと。

・本製品の改造を行わないこと。

・本製品は使い捨てのため、

・使用後は廃棄

・大きな衝撃を加えないこと。

・不具合状態

・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。

 
・製品端面のエッジで手や顔を切らないように

・異常時には直ちに使用を中止すること。

警告 

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。

本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。

〇フリーアーム・アルテオとNフードの組み合わせ

〇フリーアーム・フォルテとPCフードの組み合わせ

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

次のように説明しています。 

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、

するために、感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。

輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。

①傾斜、振動、衝撃などのないように輸送及び保管を行うこと。

②水がかからないように輸送及び保管を行うこと。

③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などに

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

40℃、相対湿度

大きい平面を上にして輸送及び保管すること。

してはいけない禁止事項を示しています。

必ず実行していただく強制・指示事項を示しています。

環境保護) 

輸送及び保管に関する環境条件について

・本取扱説明書に記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。

・本製品を治療の目的以外に使用しないこと。

・本製品の改造を行わないこと。

は使い捨てのため、

・使用後は廃棄をすること。廃棄に関しては、本ページ「廃棄について

・大きな衝撃を加えないこと。

不具合状態及び未整備状態で使用

・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。

のエッジで手や顔を切らないように

・異常時には直ちに使用を中止すること。

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。

本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。

フードの組み合わせ

フードの組み合わせ

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、

感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。

輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。

に輸送及び保管を行うこと。

②水がかからないように輸送及び保管を行うこと。 

③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などに

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

℃、相対湿度20%から90%(

大きい平面を上にして輸送及び保管すること。

してはいけない禁止事項を示しています。

必ず実行していただく強制・指示事項を示しています。

輸送及び保管に関する環境条件について

記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。

・本製品を治療の目的以外に使用しないこと。

・本製品の改造を行わないこと。 

は使い捨てのため、1人の患者ごとに製品の交換を行うこと

をすること。廃棄に関しては、本ページ「廃棄について

・大きな衝撃を加えないこと。 

及び未整備状態で使用しないこと。

・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。

のエッジで手や顔を切らないように

・異常時には直ちに使用を中止すること。
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、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。

本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。 

フードの組み合わせ 

フードの組み合わせ 

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、

感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。

輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。 

に輸送及び保管を行うこと。

 

③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などによ

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

90%(非結露)の範囲で輸送及び保管すること。

大きい平面を上にして輸送及び保管すること。（梱包箱を参照のこと。）

してはいけない禁止事項を示しています。

必ず実行していただく強制・指示事項を示しています。

輸送及び保管に関する環境条件について 

記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。

・本製品を治療の目的以外に使用しないこと。 

警告 

人の患者ごとに製品の交換を行うこと

をすること。廃棄に関しては、本ページ「廃棄について

しないこと。 

・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。

のエッジで手や顔を切らないように気を付けて扱うこと。

・異常時には直ちに使用を中止すること。 

注意 

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

エアロゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。 

 

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。 

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、

感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。

に輸送及び保管を行うこと。 

よる悪影響のない場所に輸送及び保管を行うこと。

④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。 

の範囲で輸送及び保管すること。

（梱包箱を参照のこと。）

してはいけない禁止事項を示しています。 

必ず実行していただく強制・指示事項を示しています。

記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。

人の患者ごとに製品の交換を行うこと

をすること。廃棄に関しては、本ページ「廃棄について

 

・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。 

気を付けて扱うこと。

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。 

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、本製品を廃棄する場合は、

感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を

取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。 

悪影響のない場所に輸送及び保管を行うこと。

の範囲で輸送及び保管すること。

（梱包箱を参照のこと。） 

必ず実行していただく強制・指示事項を示しています。 

記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。

人の患者ごとに製品の交換を行うこと。 

をすること。廃棄に関しては、本ページ「廃棄について(環境保護

気を付けて扱うこと。 

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または

 

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

本製品を廃棄する場合は、

感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を

悪影響のない場所に輸送及び保管を行うこと。

の範囲で輸送及び保管すること。 

記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。 

環境保護)」を参照すること。

、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。 

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を

安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。 

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または 

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う 

可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。 

本製品を廃棄する場合は、

感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を 

悪影響のない場所に輸送及び保管を行うこと。 

 

」を参照すること。

になる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を 

本製品を廃棄する場合は、 

 

」を参照すること。 



 

 

 
 

 本取扱説明書の表紙の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

[フリーアーム・アルテオ
a
b
不要な場合は切り取ります。
[フリーアーム・フォルテ
b
不要な場合は

e
部分を差し込みます。

本取扱説明書の表紙の

使用方法 

フリーアーム・アルテオ
a点線部分を切り取ります。
bミシン目線部分より下斜線部が
不要な場合は切り取ります。
フリーアーム・フォルテ
bミシン目線部分より下斜線部
不要な場合は切り取ります。

eの切り込み部分に
部分を差し込みます。

・本製品を持ってアーム操作を

 禁止 

・

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

・本製品の取り付け指示 

・
禁止 

・

指示 

本取扱説明書の表紙のQRコードから組み立て方法の動画をご覧になれます。

フリーアーム・アルテオ] 
点線部分を切り取ります。
ミシン目線部分より下斜線部が

不要な場合は切り取ります。
フリーアーム・フォルテ] 
ミシン目線部分より下斜線部

切り取ります。

部分にfの切り
部分を差し込みます。 

・本製品を持ってアーム操作を

 
・アーム操作時に本製品が患者

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

・本製品の取り付け

・本製品は高温での滅菌はできません。

・本製品の着脱

また、感染防止のため

コードから組み立て方法の動画をご覧になれます。

 
点線部分を切り取ります。 
ミシン目線部分より下斜線部が 

不要な場合は切り取ります。 
 

ミシン目線部分より下斜線部が 
切り取ります。 

の切り込み [
 

・本製品を持ってアーム操作を

アーム操作時に本製品が患者

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

・本製品の取り付けは確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

高温での滅菌はできません。

着脱の際は、当社製品フリーアームの吸引を

、感染防止のため手指を防護する

コードから組み立て方法の動画をご覧になれます。

c折れ線部分を折り曲げます。

[フリーアーム・アルテオ
 シールドの取り付け穴
g hの部分を合わせて
i点線部分をフードの
その後アームに取り付けて使用できます。

・本製品を持ってアーム操作をしないこと

アーム操作時に本製品が患者や物に衝突することがないようにすること。

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

高温での滅菌はできません。

の際は、当社製品フリーアームの吸引を

手指を防護する

3 

コードから組み立て方法の動画をご覧になれます。

折れ線部分を折り曲げます。

フリーアーム・アルテオ] 
シールドの取り付け穴g h

の部分を合わせてNフードを差し込み、
フードの内側に

その後アームに取り付けて使用できます。

しないこと。変形、破損、落下

警告 

に衝突することがないようにすること。

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

高温での滅菌はできません。（本製品は使い捨てです。）

注意 

の際は、当社製品フリーアームの吸引を

手指を防護するグローブ等を着用すること。

コードから組み立て方法の動画をご覧になれます。 

折れ線部分を折り曲げます。 

 
hとNフードの
フードを差し込み、

内側に引っ掛けます。
その後アームに取り付けて使用できます。

変形、破損、落下の可能性があります。

に衝突することがないようにすること。

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

（本製品は使い捨てです。）

の際は、当社製品フリーアームの吸引をOFFにしてから行うこと

を着用すること。

 

d折れ線部分を折り曲げます。

[フリーアーム・フォルテ
シールドの穴に
j点線部をフードの内側に引っ掛けます。
その後アームに取り付けて使用できます。

フードの 
フードを差し込み、 

引っ掛けます。 
その後アームに取り付けて使用できます。 

の可能性があります。

に衝突することがないようにすること。 

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。

確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

（本製品は使い捨てです。） 

にしてから行うこと

を着用すること。 

折れ線部分を折り曲げます。

フリーアーム・フォルテ
シールドの穴にPCフードを差し込み、
点線部をフードの内側に引っ掛けます。

その後アームに取り付けて使用できます。

の可能性があります。 

 

・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。 

確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

にしてから行うこと。 

折れ線部分を折り曲げます。

フリーアーム・フォルテ] 
フードを差し込み、

点線部をフードの内側に引っ掛けます。
その後アームに取り付けて使用できます。

確実に行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。 

折れ線部分を折り曲げます。 

フードを差し込み、 
点線部をフードの内側に引っ掛けます。  

その後アームに取り付けて使用できます。 
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測定値は、当社規定方法によるもので保証値ではございません。   

仕様は予告なく変更する場合がございます。取り付け時はご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観寸法(組み立て前) W×D 290 mm × 490 mm 

外観寸法(組み立て後) W×D×H 290 mm × 320 mm × 96(or180) mm 

シールド厚さ 0.3 mm 

質量 約 50 g 

材質 PET 

内容量 10枚入り 

製品情報 

TGYA1-01V-15001E 

TGD000002-00-02 

 

<組み立て前> <組み立て後> 
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単位:mm 


