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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

機械器具 58  電動式骨手術器械 JMDN ｺｰﾄﾞ 70959010 

管理医療機器 

オサダ サクセス－４０Ｍ２ 
（OS-40M2） 

 

 

【警告】 

1)使用されるバーは、バーメーカーが指定している回転

速度以下でご使用下さい。 

2)使用されるバーは ISO 規格のシャンク径のバーをご使

用下さい。 

シャンク径 φ2.35 

シャンク径の細いバーは、抜けやすく、回転中

にとび出し、ケガをする恐れがあります。 

3)バーは、曲がった物、錆びた物は使用しないで下さい 。

また、バーは完全に奥まで挿入して下さい。途中で止め

て使用することは危険です。回転中に破損し、ケガをす

る恐れがあります。 

4)アクセサリーのワイヤードライバー、ソーハンドピー

ス類をご使用になる場合は、必ず、30000min-1以下でご

使用ください。 

 

【禁忌・禁止】 

ペースメーカーをご使用の患者及び術者は、使用しないこと。 

【併用禁忌】 

1)他の機器と併用する場合は、それぞれ別の電気系回路か

ら電源を取ること。 

2)本装置はＥＭＣ（電磁両立性）規格に適合しているが、 

強い電磁妨害波が存在する環境下では誤動作を起こす

可能性がある。強い電磁波を発生する機器（電気メス等）

の周辺で使用する場合はメインスイッチを切ること。 

3)可燃性物(気管内チューブなど)、可燃性気体(可燃性麻 

酔剤)、可燃性薬品を使用する際は十分注意すること。 

また、高濃度酸素環境下では使用しないこと。 

                       (爆発、火災の恐れ) 

 
【形状・構造及び原理等】 

1．形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.原理・メカニズム 

フットコントローラ又は操作パネルによりモータを制御す

る。制御されたモータによりチャックを備えたハンドピー

スに接続された刃物が作動する。 

 

  3.EMC規格 

   IEC60601-1-2:2001+A1:2004 に適合している。 

 

 

【使用目的、効能又は効果】 

外科手術の際に、歯牙、顎骨、手足の小骨などの切除、切断、

穴あけ、骨固定等に使用します。 

 

【品目仕様】 

① 制御本体 

回転速度設定 1,000－30,000 min-1(ﾘﾐｯﾀ解除により

40,000 min-1まで可能) 

回転方向切換え 正回転・逆回転の切換え 

マニュアル回転 マニュアルスイッチによるモータ

の始動・停止 

バリアブル・コンスタント設定 フットコントロー

ラー(定速・可変速)の設定 

警告表示 逆回転設定時に表示ランプ点滅 

異常時に表示ランプ 2回ずつ点滅 

② オサダサージェリーモータ 

回転速度 1,000－40,000 min-1 

停止トルク 4.0 N･cm 

③ 等速ストレートハンドピース（SH28） 

許容回転速度 40,000 min-1 

④ フットコントローラー 

オサダサージェリーモータ回転速度の調整 

 

※40,000min-1仕様でご使用になる場合は、お手数ですが、

お買い上げの販売店、（株）ｵｻﾀﾞﾒﾃﾞｨｶﾙまたはｵｻﾀﾞ営業所ま

でご連絡下さい。 

 

【操作方法又は使用方法等】 

1.使用環境条件 

下記条件にて使用すること。（但し、結露しないこと） 

周囲温度 10 － 40 ℃ 

相対湿度 30 － 75 ％ 

気圧 700 － 1060 hPa 

 

2.設置方法 

機器の据付は、取扱説明書を参照すること。 

 

3.操作方法 

機器の詳細な操作方法及び使用方法は、使用前に必ず 

取扱説明書を参照すること。 

 

1)使用前の準備 

※機器表面に防錆材を塗布していないため、初回洗浄は

不要。 

① ｵｻﾀﾞｻｰｼﾞｪﾘｰﾓｰﾀｺｰﾄﾞの取付 

② ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰｺｰﾄﾞの取付 

③ 電源コードの接続 

 

2)操作 

① ハンドピースの取付 

② バーの取付 

③ スイッチの操作 

 メインスイッチの ON 

 正・逆回転切換スイッチの切換 

 マニュアルスイッチの切換 

④ 最高回転速度の設定 

⑤ バリアブル・コンスタントの設定 

⑥ フットコントローラーの操作（マニュアルスイッ 

チが OFFのとき） 
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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

3)使用後の処理 

① メインスイッチの OFF 

② 清掃・保守 

 

【使用上の注意】 

1. ｵｻﾀﾞｻｰｼﾞｪﾘｰﾓｰﾀｺｰﾄﾞ及びフットコントローラーの取付

け、取外しを行う場合は、必ずメインスイッチを OFF

にして下さい。ｵｻﾀﾞｻｰｼﾞｪﾘｰﾓｰﾀが急に回転し、ケガに

つながることがあります。 

2. 電源コードはアース付 3Pタイプです。必ず保護接地付

コンセント（アース付 3P）に接続してお使い下さい。 

3. 可燃性ガスの雰囲気中には設置しないで下さい。 

4. 等速ｽﾄﾚｰﾄﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ回転中には、レバーを動かさないで

下さい。故障の原因になります。 

5. 等速ｽﾄﾚｰﾄﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽが止まるほどの負荷を加える事は

しないで下さい。ｵｻﾀﾞｻｰｼﾞｪﾘｰﾓｰﾀが焼損します。 

6. 等速ｽﾄﾚｰﾄﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽには、必ずノーズコーンを付けてご

使用下さい。血液が等速ｽﾄﾚｰﾄﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ内部に入り、故

障の原因になります。 

7. ロングバーを用いるときは、必ずバーに合うノーズコ

ーンをご使用下さい。回転中にバーが破折して、ケガ
をする恐れがあります。また、術者は安全メガネの着
用をおすすめします。 

 
ノーズコーンとバーの適応 
ノーズコーン S(SH28に付属) 

：バー全長 40－45mm、シャンク長 32mm以上 
ノーズコーン M(アクセサリー) 

：バー全長 55－60mm、シャンク長 49mm以上 

ノーズコーン L(アクセサリー) 
：バー全長 65－75mm、シャンク長 58mm以上 

刃物について 

必ずバーメーカーの指定する回転速度以下でご使用
下さい。 

 

8. ノーズコーンの発熱が高いと感じた場合は、直ちに使
用を中止し、修理を依頼して下さい。破損してケガを
する恐れがあります。 

9. フットコントローラーは濡れた床面には置かないで下

さい。内部に水が入り、故障の原因になります。 

10. インスツルメント類は、オートクレーブ滅菌(熱、圧力、

水蒸気など)により、部材の錆、腐食、変質、変色が起

こり、性能、機能の劣化が徐々に進みます。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

1.貯蔵・保管場所の環境条件 

下記条件にて貯蔵・保管すること。（但し、結露しないこと） 

周囲温度 -10－60 ℃ 

相対湿度 10－90 ％ 

気圧 700－1060 hPa 

   直射日光に長時間さらさないこと 

 

2.耐用期間 

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に

限り 7年間。（自己認証による） 

 

【取扱上の注意】 

1.熟練した者以外は機器を使用しないこと。 

2.機器を設置するときには、次の事項に注意すること。 
(1)水のかからない場所に設置すること。 
(2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオ

ウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれ 
のない場所に設置すること。 

(3)傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意

すること。 
(4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しな
いこと。 

(5)電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に
注意すること。 

(6)アースを正しく接続すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

  機器の保守・清掃・消毒・滅菌方法は、取扱説明書を参照

すること。 

 

1.清掃・消毒・滅菌 

○：適用可  ×：適用不可 

 清掃 消毒 滅菌 

中性洗剤 

水拭き 

アルコール 

清拭 

EOG 

滅菌 

高圧蒸気

滅菌 

135℃ 

以下 

乾燥工程 

制御本体 ○ × × × - 

フット 

コントローラー 
○ ○ × × - 

モータ ○ ○ ○ ○ ○ 

モータコード ○ ○ ○ ○ ○ 

ノーズコーン ○ ○ ○ ○ ○ 

・口腔内に接触する部分については患者ごとに滅菌するこ

と。 

・上記方法以外での清掃・消毒・滅菌はできない。 

※清掃・消毒・洗浄・滅菌については、 

取扱説明書 ３  操作方法(3.6使用後の処置) 

  ５  清掃･消毒･滅菌 を参照すること。 

 

2.保守・点検 

使用者による保守点検事項 

頻度 内容(概略) 

使用前 

設置の状態確認 

メインスイッチのオン･オフ確認 

正逆切替スイッチの確認 

回転速度の調節及び確認 

回転中の異音、振動確認 

ハンドピースの保守 

終業後 
メインスイッチのオフ確認 

電源コードの確認 

 

【包装】 

包装単位：1個口 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売元   ： 長田電機工業株式会社 

住所       ： 〒459-8001 

愛知県名古屋市緑区大高町字中道 11 

     TEL        ： 052-621-3126 

     FAX        ： 052-621-8310 

ホームページ  ：  http://osada-group.jp/ 

 

   製造元     ： 長田電機工業株式会社 
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