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類別 :機 械器具 (器 69)歯 科用蒸和器及び重合
一般医療機器 歯科用 フラスコ
測DNコ ー ド142343000
販 売名 :STフ ラ ス コ

**【 形状、構造及び原理等】
1)形 状、構造

**【 使用上の注意 】
1)各 照射時間は室温、混和状態、透明 レジン と歯肉色 レジン、
量な どによ り、若千異な ります。

2)マ イ ク ロクエーブ照射中に 1〜 2度 フラスコをひっくりかえ
して くだ さい。

3)タ ー ンテープル は必ず ガラス製 の ものを使用 して ください。
4)マ イクロウエー プ発生装置内の金属部 と STフ ラスコを接近 さ
せないで ください。

5)フ ラスコはできるだけ 1個 ずつ重合 して くだ さい。
6)マ イクロ ウエ ーブ 出力の異なる場合は、その出力に応 じて重

2)材 料
・ スプ リングフ レー ム
・ ボル ト
・ フラス コ本体
・ プ レス板
・ 六 角 レンチ
3)原理
・ 手動式
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合時間を増減 して くだ さい。

7)極 端 に出力の大きなマイク ロウエープは使用 しないでくだ さ
とヽ
。

3)マ イ ク ロ ウエ ーブ発 生装置 の 内部 は常にきれ い に してお いて
ください。
ラスプ、バ ー等を使用 した義歯 の場合は、照射 しす ぎない
よ うに ご注意 くだ さい (通 常 4分 以内)。
照射 しすざます と、 レジン内部 に気泡が発生す ることがあ
ります。
10)フ イヤークラスプお よび既成バーは STフ ラス コ内整 とあま
り接近 しないように埋没 してくだ さい。
11)フ イヤー クラスプ及び既成 パー両切断面は よく研磨 して く
だ さい。また、分離剤 を付着 させない ように してください。
スパー クや レジンの 白変 の原因にな ります

9)ク

**【 使用 目的又は効果】
・ 使用 目的
重合用補綴物を成形す る型 を保持す るための容器で蝋型
模型 を石膏で埋没 させて使用す る。
・ 効果
マイク ロウェーブで加熱重合す る。

**I使 用方法等】

・ サイズ 外形寸法 :V14 0XD1 25XH60
フ ラスコ内寸法 :V93 XD7 4 XH4 6
・ 使用方法

1)本 品は使用者が使用前に消毒を行 つてか ら使用 して くだ さい。
2)本 品は必ず使用前にひび、割れ、そ り、傷、バ ツ、等がない
よう確認 して くだ さい。

3)フ ラスコに一層 フセ リンを塗布 し、上下盆、プ レス板 を使用
して埋没後、油圧 プ レス等 を用いて石 膏の硬rヒ 膨張を抑制でき
る程度の圧力下で硬化 させてください。
4)上 下のプ レス板 をはず し、 ワンクスを軟化 させ ます。
5)流 ロー して ください。
6)マ イクロウエー ブを 90Wで約 1分 〜 1分 半熙射後装置 の外
で 2〜 5分 放置す るとモチ状になります。使用 され る レジンの
混和状態、室温な どによ り、照射時間を若干増減 して ください。
また、混和 された 量お よび混和器の形態等によ り、ドク化に
｀
ムラが生 じることがあ りますので、 ご注意 くだ さい。
レス
7)プ
板 を用い 、40〜 50監 f/911'ま でできる限 りゆつく
り加圧 し、数回バ リ取 りを行つて くだ さい。
8)試 圧終了後、プ レス板 を取 り除き、 2枚 のスプ リングフ レー
ム とボル トでフラスコを組立てます。その時ボル トを必要以上
に締め込まないよ うに ご注意 くだ さい。
9)マ イクロウエーブ照射 500W3〜 5分 で重合 します (フ ラス
瀬 1個 につき)。 照射時間の なかばで フラス コの上下面を逆転
して ください。透 明 レジンや厚 い義歯 の場合 は、 90Wで 10
〜 12分 照射 した後、さらに 500Wで 1分 照射す ると良好な
結果が得 られ ます。
マイク ロウエー ブ発生装置の内部に水分があつた り、 照射
にバ ランキがある場合 、重合不足になることが必要以上に長時
間の照射は金属に焼付 を追 し、 レジン との維持 を悪 くします。
10)内 部まで十分に冷却 (放冷または水冷)し て くだ さい。
11)石 膏 の分露:に は必ず木づ ちを用 いて ください。

**【 保管方法及び有効期間等】
1)薬液、清浄液 の浸漬時間、温度等 の使用方法は各 メーカーの
指示 に従 い正 しく使用 してくだ さい。

2)鋪 びる恐れがあるため、水分 が付着 したまま保管 しないで く
だ さい。 (湿度 の高 い場所に長時間放置 しないで ください。湿
度 の高 い場所 に長時間放置す るとプ レス板に錆が発生 します。
ただ し、有効期限は定めません。 )

**I保 守 。点検 に係 る事項】
使用前 、使用後に点検 を し破損、 とビ、キズ、変色、腐食、稼
働部 の動き等に異常がないか確認 して ください。 これ らがある
場合 は使用を中止 して ください。 また長期の使用によ り金属疲
労や磨耗等の劣Tと が生 じるので遭宜交換 して くだ さい。
I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 造販売業者 :片 瀬 工業株式会社
製造業者
:片 瀬 工業株式会社
住 所 :埼 玉 県所沢市 山 口 257‑5
電話番 号 :04‑2922‑7577
FAX番 号 i04‑2924‑0126

・ 販売業者 :株式会社東京歯材社
住 所 :東 京都台東区谷中 2‑5‑20
電話番号 :03‑3823‑7501
FAX番 号 :03‑3823‑7516

1/1(取 扱説明書・ カタ ログ等を必ず ご確認 して ください。
)

