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記号

 関連するEUの指令に遵守

 説明に従って使用してください！

再利用禁止

 医療機器製造業者

商品コード

固有識別番号

 シリアル番号

 ロット番号

 IPプロテクションクラス

 使用期限 [yyyy-mm-dd]
 電気機器および電子機器の廃棄物（WEEE）は別々に廃 
棄されなければなりません。これらは一般家庭ごみと一 
緒に捨てることはできません。

  
  
  

使用手順を記載した章があります。OccluSense®-システムのどの 
動作が必要であるかを見るために、次の記号が使用されています:

 
ハンドヘルドを使用したユーザーとのやり取り

 
iPadを使用したユーザーとのやり取り  

IEC 60601-1、タイプBのアプリケーション部品 

パッケージが破損しているときは使用しないでください！

高温の場所に近づけないでください！

患者とのやり取り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

クラスII

WEEE-Reg-Nr.: DE 11349707
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用語 
記録の生データ:  
 ハンドヘルドデバイスにより記録されたデータ。 

OccluSense®-iPad-アプリ:  
 OccluSense®ハンドヘルドにより記録された生データを管理、 
保存、可視化するソフトウェア（Apple AppStoreで無料で入手可 
能） 

記録:  
 OccluSense®-iPad-アプリにより変換された生データ。  

OccluSense®-システム: 
 第4章「デバイスの説明」に関する全体処置ユニット。 

ハンドヘルド:  
 生データの収集を実行し、一時保存したのちiPadに送信する 
   OccluSense®-システムの中央電子デバイス（第4.1章）。

必要なハードウェア　iPad  
（商品には含まれていません） 

'こうした '操 作 指 示 の ス テ ー タ ス に関連す る 評 価 ユ ニ ッ ト  
は、Apple App Storeから「OccluSense®」アプリがインストー 
ルされたAppleのiPadです。アプリを使用するには、最初にアプ 
リ内でシステムを登録する必要があります。  

OccluSense®-iPad-アプリは、次のiPadモデル向けに開発されてい
ます。  
• 12.9” iPad Pro 
• 10.5” iPad Pro 
• 9.7” iPad Pro 
• iPad Air 1 
• iPad Air 2 
 
アプリは12.9インチ(2732 x 2048) および 9.7インチ(2048 x 1536) 
の画面解像度に最適化されています。 
アプリは、iPad miniへのインストールをサポートしていません。
アプリの全機能を利用するには、アプリ内でシステムを登録する
必要があります。インストールと登録の方法は、第10章に記載さ
れています。 
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注意

• サポートされていない機器でアプリケーションを使用する
     ことは可能ですが、使用者自身の責任で行ってください。 
• サポートされていないiOSバージョンでアプリを稼働させ 

ることは、使用者自身の責任で実行することで可能です。

サポート’

• アプリが支援されていないiOSまたはハードウェアで稼働 
しているときは、特定の通知がポップアップされます。 

• アプリケーションの技術範囲外からの使用は安全のため記 
録されます。
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一般情報 

1 医療機器メーカー 
Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG 
Oskar-Schindler-Str.4 
D-50769 Köln - Germany 
TEL: +49-221-70936-0 
Fax: ++49-221-70936-66 
Eメール: info@bauschdental.de 
ホームページ www.occlusense.com 

2 医療機器販売代理店 
（アメリカの最初の輸入業者） 
Bausch Articulating Papers, Inc.  
12 Murphy Drive, Unit 4 
Nashua, NH 03062 - United States of America 
Tel:(603) 883-2155 | Tel: 1-888-6-BAUSCH | Fax:(603) 883-0606 
Eメール: info@bauschdental.com 
Web: www.bauschdental.com  

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty.Ltd 
G.P.O.Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia 
Tel: +61-2-9345-1945 | Fax: +61-2-9345-1955 
Eメール: info@bauschdental.com.au 
Web: www.bauschdental.com.au  

バウシュ咬合紙ジャパン株式会社 
〒563-0025 大阪府池田市城南 1-4-2 2F 
Tel: +81 72-737-9501 | Fax: +81 72-737-9502 
Eメール: info@bauschdental.jp 
Web: www.bauschdental.jp 

Bausch Importaão de Materiais Odontológicos Ltda.EPP 
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 
13304-240 Itu-SP, Brasil 
Tel: +55 11 3020-9263 
Eメール: vendas@bauschbrasil.com.br 
Web: www.bauschdental.com.br
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3 使用目的 
 
この ア プ リ は 、総義歯を 使 用 す る 患 者 の 完 全 な歯列弓
の関連圧力 点 を局在化す る ために 、咬合圧の 分 布 を 記
録し表 示します 。 特 定専門研修（ C M D 、頭蓋下顎障害
） を受けた歯科医師お よ び 医師 / 理学療法士が 使 用 す る
こと を 意図して います 。  

4 デバイスの説明（コンポーネントなど） 
OccluSense®-システムは、次のコンポーネントから構成されます: 

- ハンドヘルド                                    BK 5001 
- 電源アダプターを含む充電ステーション                     BK 5002 
- Apple AppStoreで利用可能なiPadアプリ                     BK 5100 
（Apple iPadが別途必要です） 
- テストセンサー　                  1個        BK 5011 
- OccluSense®センサー　                                25個      BK 5025 
- マニュアル                                                                  BK 5056 
- ニッケル水素（NiMH）充電池　                   3本        BK 5013 
- ドライバー IP6　                                           1本        BK 5012 

医療機器のコンポーネントには、次の物質は一切含まれていません: 
- 薬剤 
- ヒト由来その派生物からの組織や細胞 
- EU規制722/2012 の範囲内のヒト由来その派生物からの組織や細 
胞

医療機器のコンポーネントの接触可能な表面は、生物学的に無害 
のプラスチックと着色剤を使用しています。 
 
環境条件: 
温度範囲                                               0℃~+35℃ 
相対湿度                                               20%~90%。結露なし 
気圧                                                     650hPa~1060hPa 
最大標高                                               3000m 
 
International Protection（インターナショナル・プロテクション）
等級：                                                  IP 40 
クラス：                                               クラスII
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4.1 OccluSense®-システムの操作および機能要素

1-　 差し込み式電源2を含む充電ステー
        ション（付属品） 
3-　 センサー（適用部 Bタイプ） 
4-　 ハンドヘルド （MEデバイス） 
5-　 コントロールボタン1（ピンク） 
6-　 コントロールボタン2（グリーン） 
7-　 センサーカバー 
8-　 ディスプレイ 
9-　 ロック解除ボタン 
10-　コントロールボタン3（リセット）

11-　電池ボックス 
12-　テストセンサー（付属品） 
         （非表示） 
13-　ドライバー IP6 （付属品） 
         （非表示） 
14-　単4形 ニッケル水素（NiMH）
         充電池3本（付属品） 
         （非表示）

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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4.2 システムの特長 
 

OccluSense®システムは、咬合接触点の圧力状態または咀嚼力の
分布を表示することによって咬合状態の記録と描写をし、診断を
補助します。推奨する治療方法を自動的に作成するわけではあり
ません。また、このシステムは治療を管理するものではなく、生
体機能に介入するものではありません。 
 
咬合状態は、センサーを挿入した状態でハンドヘルドデバイスに
よって記録されます。咬合試験中に生成され記録されたデータは
、ハンドヘルドデバイス内部に保存されます。その後、ハンドヘ
ルドからワイヤレスインターフェースを介してデータはOc-
cluSense®iPadアプリへ送信され、アプリは受信したデータを記
録として保存し表示します。

電気接続

誘導電力伝送
(ガルバニック 

絶縁)

電気接続

WLAN 

iPad

電源

充電器

OccluSense® 

センサー

OccluSense®

ハンド 
ヘルド
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5 禁忌  
OccluSense®は専門家のみの使用を目的としており（第3章参照）、

次の用途には適していません: 

• 無歯顎の患者 
• 完全に成長していない顎の患者

6 期待される臨床的利点 
このシステムを使用すると、患者の咀嚼圧力分布を確認すること 
ができます。 
 
従来の咬合試験材（紙、フォイル）と比較して、このシステムは
咬合歯面の早期接触を表示するだけでなく、OccluSense®iPadア
プリにより咬合圧状態をグラフィックスでiPadに表示することが
できます。 
 
歯列弓全体の咬合力の比率を視覚化し、医師がそれぞれの患者に
適した治療を提供することをサポートします。複数の記録をiPad
に保存し、治療前後での比較をすることも可能です 
 
OccluSense®システムのデータのみを基に治療方針を決定するこ
とはできません。総合的な診断のためには、さらなる情報が必要
になります。咬合力の表示はあくまでも相対的な値であり、実際
に作用している力（絶対値）を決定づけるものではありません。
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7 注意事項/ 安全指示 

OccluSense®は、専門家による使用のみを目的とした医療機器で 
す（第3章を参照）。 
 
OccluSense®システムは、指定された付属品のみを使用してくだ
さい。 
 
OccluSense®システムは、指定された付属品のみを使用してくだ
さい。 
 
OccluSense®システムを使用する前に、コンポーネント外部に損
傷がないか確認してください（目視検査）。損傷がある場合は使
用しないでください。

 
OccluSense®システムをメーカーの許可なく改変することはでき
ません。切ってサイズを変更するなど、センサーの改変はしない
でください。 
 
 ハンドヘルドは充電ステーションからはずして使用します。 
 
充電ステーションは、電源アダプターがすぐに取り出せるところに
あり、コンセントからの着脱がしやすい場所に置いてください。 
 
充電ステーションの電源は、コンセントからプラグを抜いて切断し
ます。 
 
OccluSense®システムの全部品は、加熱殺菌や高圧蒸気滅菌には対
応していません。未滅菌で出荷されています。 
 
第20章「クリーニングおよび消毒」に記載の洗浄剤・消毒剤を使
用してください。 
 
ディスプレイの損傷を防ぐため、診察用のライトをハンドヘルド
に直接当てないでください。 
 
OccluSense®システムのみを、診断・治療方針を決定する唯一の
基準とすることはできません。
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準備 
8 OccluSense®-iPad-アプリのインストール 
O c c l u S e n s e ® - シ ス テ ム を 最 初 に 使 用 す る 前 に 、 i P a d に  
OccluSense®-iPad-アプリをインストールしてください 
(www.occlusense.com/install). 

OccluSense®-システムの最初の操作前、または工場出荷時設定に 
リセットした後は、ハンドヘルドのネットワーク設定とiPadとの 
ペアリングが必要です。手順は以下の通りです: 

 備考
• ハンドヘルドに付属のバッテリーは充電されていな状態で
     出荷されています。初回使用前に必ず充電してくださ
     い。（第8.1章参照）

• OccluSense®ハンドヘルドは、単4形ニッケル水素 
     （NiMH）充電池3本（付属品）を使用するように設計され
     ています。付属品以外の単4形ニッケル水素（NiMH）充
     電池でも作動しますが、最低1000mAh以上の容量が必要で
     す。

• システムの外部に損傷がないか目視で確認してください。 
• 損傷がない場合のみ、ハンドヘルドおよび充電ステーショ
     ンをご使用ください。
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8.1 バッテリーの充電  
      

     

1.付属のドライバーでねじを
緩めて電池ボックスのふたを
開け、ニッケル水素（NiMH）
充電池を入れます。

2.電池ボックスにふたをして
、ねじを締めます。

3.電源アダプターをコンセン
トに接続します。 
（定格電圧: 100-240V、定格
電流: 160-80mA）

4.　図のようにハンドヘルド
を充電ステーションに差し込
みます。

       注意 
 
• 電池を逆接続すると発熱して高温となり、機器を損傷する
     恐れがあります。
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5.充電中は、2つのボタンの間にある赤色のLEDランプが点灯しま
す。

備考

•  ニッケル水素（NiMH）充電池が空の場合、ハンドヘ
      ルドの充電には最低15分かかります。

• 充電池を挿入したままでハンドヘルドを長期にわたっ
    て使用せずに保管しておくと、電池が放電する可能 性 
    があります。長期間使用されない場合は、ハンド ヘル 
    ドから電池を抜いておくことを推奨します。また、充電 
    池を挿入したままで3カ月以上使用されなかった場合は
    、使用前にフル充電することをお勧めします。

• フル充電した後も放電し、著しく低い電圧が表示される場
      合は、電池を交換してください。 

• 充電中にハンドヘルドのハンドル部と充電ステーションが
      発熱することがありますが、充電が完了するとすぐに温度
      が下がります。使用者にも患者にもリスクをもたらすもの
      ではありません。

•  ハンドヘルドで常時点灯している赤いLEDと、充電器で点
      滅している赤いLEDは両方とも充電中であることを示 
      します。警告表示ではありません！
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図 1:バッテリー切れ 図 2:バッテリー低下 
 
ディスプレイのバッテリーアイコンが赤色のバー1本になってい
る場合は、充電が必要です（図 1）。但し、アイコンが黄色のバ
ー2本の状態になったら充電することを推奨します（図 2）。確実
に利用できる状態にしておきたい場合は、それよりも早く充電し
てもかまいません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       注意

• バッテリーの充電には、ハンドヘルドと充電池の損傷を防
     ぐため付属の電源アダプター、充電ステーションのみをご
     使用ください。

• 充電ステーションを、患者の診療チェアーに直接つなぐこ
     とはしないでください。

• 電源アダプターはマルチタップには接続しないでください。 

• 電源アダプターのプラグは必ず直接メインコンセントに接
     続してください。
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ハンドヘルドは電源がオン・オフどちらの状態でも充電すること
ができます。ハンドヘルドを充電ステーションに置くとすぐに充
電が始まります。操作は無効になり、ディスプレイにバッテリー
アイコンが表示されます（図 3） が表示されます。バッテリーの
充電 は、点灯するLEDにより表示されます（警告通知はありませ
ん！） （図 4）、充電が完了するとLEDは消灯します。 
 
充電は1000mAhのバッテリーでは3～4時間かかります。充電時間 
は、使用しているバッテリーの種類と容量により異なる場合があ 
ります。 
1回のバッテリー充電で、150Hz、10秒モードの記録時間で少な 
くとも100回（または30分のライブモード）の記録が可能です。

図 3:充電プロセスの開始。

図 4:充電中は赤色のLEDランプが点灯する 
      （こちらは、警告通知ではありません！）
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OccluSense®iPadアプリ 

9 概要 

9.1 OccluSense®-iPad-アプリの使用目的

OccluSense®iPadアプリを使用することで、OccluSense®ハンド
ヘルドで取得したデータを記録し管理することができます。 
 
試験中のすべての咬合データはアプリに転送されます。このアプ
リでは、2D、3Dまたはそれらを組み合わせてデータを表示する
ことができます。記録されたデータは、画像として見ることやフ
ィルタ処理が可能です。また、データを可視化することで、画像
のズーム、角度の変更、回転させることもできます。 
 
記録されたデータは自動的に該当する患者に割り当てられます。
データにコメントをつけることや、患者ごとのデータを比較する
など、咬合データの分析を簡単にすることができます。 
 
 
 
 
9.2 OccluSense®-iPad-アプリの概要 
 
このアプリは、スクリーンのナビゲーションバーに表示された5
つのメインメニューで構成されています。（図 5） 現在アクティ
ブなメニューは青色に強調表示されます。それぞれのメニューの
構造と機能については、次章で詳しく説明します。

図 5:  アプリのメインメニュー
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9.3 ユーザーマニュアル 
ユーザーマニュアルは、統合したPDFビュアーからアクセスでき 
ます （図 6）。

図 6:ユーザーマニュアル 
「MANUAL (ユーザーマニュアル)」をタップすると、現在の操作
に従って、これに対応するPDFの章が自動的に表示されます。 
（例:患者の管理を実行している場合、「MANUAL （ユーザーマ
ニュアル)」をタップすれば、PDFマニュアルの第13章が開きま
す。） 
 
スクリーンの下部にはステータスバーがあります。（図 7）アプ
リがハンドヘルドに接続されていないときは、ステータスバーに
は何も表示されません。ハンドヘルドに接続すると、ハンドヘル
ドのファームウェアバージョンが左側に表示され、ステータスが
右側に表示されます。

図 7:アプリの底部にあるステータスバー 

ハンドヘルドアイコン ハンドヘルドはアプリに接続されています 
色付きのドット: WLAN接続の状態  
- 緑色:    良好な接続状態 
- 黄色:    適度な接続状態 
- 赤色：  接続不良状態 
バッテリーアイコン: ハンドヘルドのバッテリー状態。
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インストール 

10 初期設定  

10.1 デモモード  
 
インストールが完了すると、アプリがデモモードを開始し、左上
にUNREGISTERED が表示されます(図 8)

図 8:アプリの左上端にあるUNREGISTERED のラベル。 
 
 
デモモードでは、事前設定され た患者と記録を見ることができ
ます。患者と記録の新規作成はできません。患者の管理に関する
詳細は、第13章を参照してください。 

設定メニューの機能は、登録メニューに限定されています。アプ 
リの全ての機能を有効にするには、デモモードを中止し、ハン 
ドヘルドデバイスとアプリを接続する必要があります（第10.2.3 
章）。登録に関する詳細は、第10.4 章を参照してください。
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10.2 出荷状態のハンドヘルドデバイスの 
初期操作 
 
ハンドヘルド操作状態にするには、iPadとのWLAN接続を構築
する必要があります。出荷された状態では、ハンドヘルドは既
存のWLAN接続が設定されていませんが、独自のWLAN設定が
可能です 

10.2.1 ハンドヘルドをオンにする 
 
ハンドヘルドをオンにするには、コントロールボタン１を押し
ます。（ピンク色のボタン：第4.1章参照）ハンドヘルドは
WLANネットワークの設定を保存していないため、最初に独自
のネットワークを構築し、iPadに接続できるようにします。
WLANネットワーク名とパスワードは、ハンドヘルドのディスプ
レイに表示されます （図 9）。

図 9:WLAN-SSIDおよび提供 
されたパスワード
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10.2.2 ハンドヘルドWLANネットワーク 
とOccluSense®-iPad-アプリを接続する 

第10.2.1章に記載されているネットワークアクセスデータを使用 
して、iPadとのWLAN接続を確立します。 

- iPad設定 

- WLAN (スイッチオン > 利用できるネットワークが表示されます)  
（図 10） 
- ネットワーク“Occlusense“を選択 
 
接続が確立されると、右側の図のように色付きのバーグラフが表
示されます。（図 11）. 
最初にアプリとハンドヘルドをペアリングするために、ハンドヘ
ルドの電源がオンの状態でWLANとiPadを接続してください。 

               

図 10: 利用可能なネットワーク 図 11:WLANの正しい接続
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10.2.3 OccluSense®-iPad-アプリとハン 
ドヘルドをペアリングする 

1. OccluSense®-iPad-アプリを開く。 

2. アプリは「デバイス」リストにあるペアリングされていないハ 
ンドヘルドを表示します 

 (OccluSense®-iPad-アプリ -> 設定 -> ハンドヘルド登録 -> デバ 
イス交換) 

 （図 12） 

3. ペアリングするために、「デバイス」リストからハンドヘルド 
を選択します (図 13) 

 (デフォルト名は 「DEFAULT」です)。 
 
ペアリングが正常に完了すると、今後OccluSense®iPadアプリ
は自動的にこのハンドヘルドに接続します。OccluSense®iPad
アプリがハンドヘルドに接続していると、ハンドヘルドのディ
スプレイに図 11 のアイコンが表示されます。これは、「Oc-
cluSense®iPadアプリとの正常な接続」、「センサーの挿入なし
」、「有効な患者データなし」の状態を示しています。最初の
設定はこれで完了です。（図 14）。

図 12:ハンドヘルドデバイスを変更するか、リストから選択する
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図 13:「Switch device（デバイスを変更）」を選択すると、利用
可能なデバイス一覧が表示される  

図 14: 正常に接続

備考

• ハンドヘルドとペアリングした後、OccluSense®-iPad-ア 
プリ のデモモードを終了するには、再起動しなければなり 
ません (Homeボタンをダブルクリックし、アプリのプレビ 
ューを上にスワイプして閉じてから, OccluSense®-iPad-ア 
プリを再起動します)。

備考

• デバイスをリストで確認できない際は、一度リストを閉じ、
     デバイス検索ボタンで再試行してください。



29

10.2.4 ハンドヘルドの名前を変更する 
  
一つのアプリで複数のハンドヘルドを使用したい場合は、個々の
ハンドヘルドに名前をつけることで簡単に特定することができま
す。登録設定のセクションで、ハンドヘルドに名前を割り当てま
す。（図 15）。

図 15: デバイス名の再設定スクリーン、“切断” “デバイスの変更”  
“デバイス検索”

10.2.5 ハンドヘルドを接続解除する 
  
他のハンドヘルドを使用するには、使用中のハンドヘルドと 
iPadアプリとの接続を解除する必要があります。 
 
ハンドヘルドの電源をオンにして、iPadアプリと接続してくださ
い。  
 
 
「接続解除」をタップします。 
WLAN データとハンドヘルド名は機器に保存されますので、いつ
でも再接続することができます（10.2.3章をご参照ください）。
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10.3 ハンドヘルドにローカルWLANネッ 
トワークデータを入力する 

ローカルWLANネットワークからOccluSense®-iPad-アプリにデ 
ータを入力し、ハンドヘルドに送信します: 

OccluSense®-iPad-アプリ > 設定> 接続 （図 16）

  図 16  

「Next (次へ)」ボタンをタップします （図 17）。次のスクリー
ンで、ネットワークのWLANデータを入力できます （図 18）。

 

  
図 17:外部WLAN設定の指示 図 18:WLAN名称とパスワード

の入力
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データを入力したら「Next（次へ）」をタップして、iPadを同
じWLANネットワークに接続します。アプリはこのネットワー
クを介してハンドヘルドに接続されます。ハンドヘルドと
WLANが正常に接続されると、緑色のバーと、WLANの最初の6
文字がハンドヘルドのディスプレイの左上に表示されます。 
接続に失敗した場合は、ディスプレイには透明のステータスバ
ーが表示されます。もう一度iPadを同じローカルのWLANネッ
トワークに接続してください。 
 
 
      備考
•    ハンドヘルドと評価ユニットをITネットワークに統合する
    ことで、ライブモードでの使用が可能になります。ITネッ
    トワークに最低限必要な環境は以下のとおりです： 
 
      -　WPA/WPA2 WLANの暗号化 
      -　少なくとも2以上の空きIPアドレスがあるITネット
           ワークのDHCPサーバー 
      -　WLAN規格 IEEE802.11 b/g/n

•     もしITネットワークがこれらの環境を満たさない場合、ハ
     ンドヘルドが使用不能または一部の機能が使えないおそれ
     があります。

•     医院内でWLANが利用できない場合は、ハンドヘルドが提
     供するWLANネットワークを限られた範囲内で利用するこ
     とが可能ですが、医院で独立したWLANネットワーク環境
     を構築することを推奨します。

注意

• ハンドヘルドを他の機器を含むITネットワークに統合する
ことは、患者、使用者、または製造業者が評価できな
い第三者に被害を与えるおそれがあります。

• このため、歯科医師はそれらの危険性の特定、分析、評価
      、および管理する必要があります。

• ITネットワークの変更は、新しい危険性につながるおそれ
     があるため、さらなる分析が必要です。
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10.4  システムの登録 
最初のペアリングの後、アプリを再起動します。アプリの全機能が 
利用可能になります。  
アプリを登録していない場合、すべての機能が使用できるのは14日
間です。それ以降は、デモモードが再び作動するので、アプリを登
録しなければなりません。 

図 19: ハンドヘルド登録フォームは、「Settings (設定)」メニュー 
にあります。 

備考
• ハンドヘルドと連結しアプリの全機能を使用するには、シ
     ステムの登録が必須です。
• 登録するにはインターネットに接続する必要があります。
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ステップ 1: アプリとハンドヘルドデバイスを接続し、名前、住 
所、Eメールアドレスを登録フォームに記入します。  
 
ステップ2：「Register（登録）」をタップして登録データを送信
すると、登録したメールアドレスに確認メールが届きます。 
 
 
      備考
• 確認メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをチ
     ェックするか、入力したメールアドレスをもう一度確認
     してください。

ステップ 3: メール本文にある「Confirm（確認）」ボタンを押し
てアプリに戻ります。アプリは登録したデータが受信できるよう
にインターネットに接続しておく必要があります。登録が正常に
完了すると、緑色のチェックマークが表示されます。 

現在アプリに接続しているハンドヘルドデバイスを交換するに 
は、「Switch Device (デバイスを変更)」ボタンをタップし、リス
トに表示されている利用可能なデバイスを1台選択します。  
 
 
 
 
      備考

• デモモードを起動させるとデータは非表示になりますが、
      アプリ内のデータは消去されずに残っています。登録が正
      常に完了すると、再度データは利用可能になります。 



34

安全性 

11 安全確認 
 
以下に記載する機能テストは、OccluSense®システムが正常に作
動し、咬合圧分布が正確に表示されているかを確認するためのも
のです。機能テストは1日1回実施してください。 
 
はじめにデバイスの外部に損傷がないか目視で検査します。セン
サーカバー、ハンドヘルド、充電ステーション、テストセンサー
に損傷があった場合は、デバイスの使用を中止してください。 
この場合は、第19章「トラブルシューティング」をご覧ください
。 

12  機能テスト 
 
付属のテストセンサーを使用して、以下の5つのステップで機能
テストを実施します。 
 
1. テストセンサーを正しい位置にセットして、センサーカバーを
閉じます。 
2. ハンドルヘルドを起動し、iPadと接続させます。 
3. OccluSense®iPadアプリの指示に従ってください。機能テスト
が自動的に実行されます。 

 
 
 
備考

• センサーテストの通知は毎日ポップアップされますが、テ
     ストを実施しなくてもシステムを使用することができます
     。ただし、5日以上連続でテストが行われなかった場合、
     テストが実施されるまで、アプリのライブモードまたは記
     録機能を使用することができなくなります。
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図 20:テストセンサーをハンドヘル
ドに挿入する

4. 機能テストの結果はアプリに表示されます。失敗が続く場合
は、デバイスを使用せずに19.5「トラブルシューティング表」を
参照してください。 

 
5. ハンドヘルドからテストセンサーをはずして、保管用のケー

スにもどします。

備考

• センサーテストに繰り返し失敗する場合は、当社ウェブサ
     イトのサポートまでご連絡ください。( 図 23 )
www.occlusense.com/support

図 21: 左側のボタン（ピンク）を押
して記録を開始する

図 22: センサーテスト成功の結果表
示

図 23: センサーテスト失敗の結果
表示
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患者の管理 
13 患者データの管理
13.1 概要 
 
「患者」メニューでは、患者情報と記録されたデータを管理しま
す。（図24） 
患者情報の作成、編集、削除、エクスポートのほか、古い咬合デ
ータの閲覧、削除、コメントの編集、または表示する患者の切り
替えをこのメニューで行います。

図 24:アプリの患者管理画面 
 
スクリーンは2つのセクションに分かれています。左側に全患者
のリストがあり、リストの最上部には検索ツールがあります。
新規患者の登録、編集モードへの切替え、患者の削除やエクス
ポートをこの画面で行います。 
 
 
      備考
• 検索ツールでは、患者IDまたは苗字で検索することができ
     ます。
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13.2 患者の作成 

スクリーン左上の「プラス」記号をタップして、患者を新規作成しま
す。患者データを入力するか聞かれます。（図25）すべての項目を入
力する必要があります。データを入力したら、「Done（完了）」を
タップして確認します。中止する場合は、「Cancel（キャンセル）」
をタップします。

図 25:患者データの新規作成画面 
 
日本語入力では、名前と苗字を入力する新しい項目が表示されます。
この欄にはASCII文字（ラテンアルファベット）のみが入力でき、ハ
ンドヘルドのディスプレイには、ここで入力したとおりに表示されま
す。患者番号の欄には、ASCII文字の入力のみが可能です。（図26）

図 26:日本語での入力例



患者データを編集するには、最初に患者の名前を選択します。ス
クリーン右上の「患者編集」のマークをタップすると、データの
編集が可能になります。ただし、患者番号の変更はできません。
変更を保存する場合は、「Done（完了）」をタップします。中
止する場合は、「Cancel（キャンセル）」をタップします。 

13.4 患者データの削除　

患者データを削除したいときは、最初に患者を選択します。スクリ
ーン右上の「患者編集」のマークをタップし、その後「Delete（消
去）」をタップします。 
 
一度に複数の患者を削除したい場合は、患者リストの一番上にある
「Edit（編集）」をタップします。削除したい患者を選択し、リス
トの下にある「Delete（消去）」をタップします。
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13.3 患者データの編集 



39

記録 
 
14 記録の開始 
 
14.1 概要  
 
記録を開始する前に、以下の準備を行います： 
- ハンドヘルドにセンサーを挿入する 
 
- 患者の作成、または選択 
- キャプチャーモードの選択 
 
患者は、まっすぐに座った状態で検査を行うことを推奨します。 
 
 
        備考

•     最初に初期設定を行ってください。（第10章参照） 
•      記録はハンドヘルドのコントロールボタンで開始・
     停止できます。 
•     記録を行うには、ハンドヘルドとOccluSense®iPadア
     プリの無線LAN接続が必要です。 

注意

•     ハンドヘルドは、電池ボックスおよびセンサーカバーが閉
     じた状態で、患者の口腔内にセンサーを挿入して使用しま
     す。 
•     センサーやバッテリーの交換は、必ず患者の口腔外で行っ
     てください。 
•     カバー類を開けるときは、患者に触れないでください。
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14.1.1 ハンドヘルドをオフにする 
 
ハンドヘルドは、電池ボックスおよびセンサーカバーが閉じた状
態で、患者の口腔内にセンサーを挿入して使用します。 
 センサーやバッテリーの交換は、必ず患者の口腔外で行ってく
ださい。 
 カバー類を開けるときは、患者に触れないでください。 

14.1.2 センサーの挿入 
OccluSense®-センサーは、馬蹄型の圧力センサーです。センサ 
ーは、256段階の圧力レベルの感度を特徴とした、内部の電子基 
板から構成されます。 
 
センサーは外側に赤色のコーティングがされており、通常の咬合
試験材と同じように咬合の確認が行えます。全体の厚さはわずか
60ミクロンで、動的な咬合検査を行うことができます。 
 
OccluSense®センサーはディスポーザブル製品のため、使用は1人
の患者の同じ治療でのみに限定されます。 
 
 
 
        注意
•  袋から出したときに破損のないセンサーのみを使用して
       ください。 
•  使用期限を守ってください。
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センサーの挿入方法：

1) ハンドヘルドの両サイドにあるロック
解除ボタンを同時に押して、センサーカ
バーを開きます。

2) パッケージ袋からセンサーを取り出し
、センサーの装着部分に差し込みます。 
センサーの差し込み方向と位置は、セン
サーとカバー内の位置決めピンに合わせ
て挿入します。

3) 両側のロック解除ボタンがカチッと締
まるまで、センサーカバーを下向きに押
さえて、カバーを閉じます。
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14.1.3 ハンドヘルドをオンにする 

 

コントロールボタン1（ピンク）を押してハンドヘルドをオンにしま
す。起動中はデバイスのディスプレイにファームウェアのバージョ
ンとロゴが表示されます。（図27）

ハンドヘルドがオンになると、最後に設定されたWLANネットワー
クに自動的に接続します。接続はディスプレイの左上にある色 
きのバーグラフで示されます。ネットワークがこれまで設定され 
ていない場合は、第10.3章を参照してください。ハンドヘルドを交
換した場合は、接続を確認する必要があります。（図 28）。

図27:ハンドヘルドの起動画面

14.1.4 WLAN接続を確認する

図28:正しいWLAN接続
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14.1.5 センサーの接続状態の確認 

               

図 31:患者を設定する

図 29:センサーは正常に挿入されている  図 30:センサーの挿入が不適切

左図（図29）は、OccluSense®iPadアプリがハンドヘルドに接続されてお
り、センサーが正常に挿入されていることを示しています。 
 
センサーが故障しているか不適切に挿入されている場合は、右図がディス
プレイに表示されます。（図30）センサーに異常がないか、または正しく

挿入されているか確認してください。（第14.1.2章参照） 

14.2 患者を設定する

記録を開始するには、最初に患者を選択します。患者リストから該当す
る患者を選択すると、その患者を有効にするかの確認メッセージが表示
されます。（図31）

患者を設定しますか？
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14.2.1 患者データ 

 

 
 
患者データを新規作成するか（第13.2章）、または患者リストか
ら選択します（第14.2章）。患者 名はハンドヘルドに送信され
ます （図 32）。患者データが正確 であることを確認します。
現在有効な患者は、iPadのスクリーン の左上端に常時表示され
ます (図 33）。名前が表示されていない 場合、患者は有効にな
っていません。 
これで咬合試験の準備は完了です。 
 
 
 
       備考

• 患者データは記録を患者に割り当てるときに使用され、記 
録されたデータとともに保存されます。患者を設定しなけ

     れば、ハンドヘルドの記録は開始されません。

図 32:選択されている患者
（ハンドヘルドの表示）

図 33:選択されている患者 
（iPadの表示）
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14.3 記録モード 
記録は異なるモードで実行されます:

ライブ 
ハンドヘルドは、20Hz（＝毎秒20画像）の周波数でデータを記録
し、OccluSense®iPadアプリへ直接データを転送します。アプリは
リアルタイムでこのデータをグラフィックスで表示します。ライブ
モードに時間制限はありません。

記録 
ハンドヘルドは、事前に設定された時間で、選択された周波数の
データを記録します。周波数は50Hz、100Hz、150Hz（毎秒の画
像数）から選択可能です。記録されたデータはハンドヘルドでバ
ッファされ、記録が終了したのちOccluSense®iPadアプリへ送信
されます。

ライブ＋ 記録 
まずライブモードが開始されます（設定のため）。コントロールボ
タン1（ピンク）を押すとライブモードが終了し、上記の記録モー
ドと同様に記録が開始されます。データはハンドヘルドに保存され
たのち、OccluSense®iPadアプリへ送信されます。 
現在選択してある記録モードと記録時間は、ハンドヘルドのディ 
スプレイとOccluSense®-iPad-アプリに表示されます。 
 
現在選択している記録モードと記録時間は、ハンドヘルドのディス
プレイとOccluSense®iPadアプリに表示されます。

備考

• ライブモードとライブ +録画モードはオクルセンスがWLAN
     環境に接続されている場合のみ実行できます。
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14.3.1 記録およびライブモード 
 
記録を開始する前に、ハンドヘルドにセンサーを挿入した状態で
アプリに接続し（第14.1.2章）、患者データを選択します（第13
章）。現在有効な患者は、常にスクリー ンの左上部に表示され
ます （図 34）。左上の患者情報をタップ すると、アプリは第
13章に記載してあるように、患者管理画面に切り替わります。

図 34:有効な患者情報（氏名、生年月日、性別アイコン、患者ID
が表示される） 
 
記録を開始するためには、ハンドヘルドは操作モードと記録時
間の情報を受け取る必要があります。（図35）これらの値は記
録の表示画面から設定でき、ハンドヘルドに自動的に送信され
ます。初期設定値は設定メニューで登録でき、新しい患者が選
択されたとき、または患者管理画面の「New Recording（新規
記録）」ボタンが押されたときに適用されます。

図 35:設定されている周波数と記録時間の表示
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記録時間は、1～99秒の数値で設定できます。操作モードは、
以下のオプションから選択します。（図36） 
 
ライブ                               リアルタイムモード（記録なし） 
50Hz記録                          50画像 /秒で 記 録 （ ラ イ ブ 表 示 なし） 
100Hz記録                        100画像 /秒で 記 録 （ ラ イ ブ 表 示 なし） 
150Hz記録                        150画像 /秒で 記 録 （ ラ イ ブ 表 示 なし） 
ライブ＋記録50Hz          50画像/秒で記録（ライブプレビューあり） 
ライブ＋記録100Hz        100画像/秒で記録（ライブプレビューあり） 
ライブ＋記録150Hz        150画像/秒で記録（ライブプレビューあり）

図 36:記録モードと設定時間 
 
ハンドヘルドがローカルエリアネットワークからアプリに接続さ 
れている場合のみライブモードを選択できます。 
記録モードと時間の両方の値を選択した後、ハンドヘルドの左側
のボタン（ピンク）を押して記録を開始します。。記録表示が現
在有 効ではない場合、アプリは自動的にこの表示に切り替わりま
す。 
 
 
       備考
• ライブモードでは、データは表示されるのみで、記録はさ れま
        せん。ただし、ライブデータのスナップショットを保 存する
        ことは可能です。スナップショットは一つの画像の みで記録
        しようなものです。スナップショットを保存する ためには、
        ハンドヘルドの右側、緑色のボタンを押します。ライブモード
        が有効な状態は、スクリーンの最下部に赤色の丸印と「ライブ
        モード」という表示で確認できます。（図37）

図 37:記録中のライブモードアイコン
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14.4 咀嚼圧力分布の記録 
 
以下のステップで患者の咬合圧分布を記録します。 

14.4.1 患者の口腔内にセンサーを挿入する

備考

•    センサーの紙のフレーム部分を軽く丸めると、口腔内に挿入し
     やすくなります。 
•    センサーに印記された赤色の三角形がセンターラインです。 
•    センサーは、紙のフレーム部分のみを持って操作してください。

注意

• センサーを患者の口にあまり深く挿入しないでください。 
• センサーを曲げないでください。
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14.4.2 記録

•  コントロールボタン1（ピンク）を押して、ハンドヘルドの記録を
開始します。 
•  歯科医師の指示で患者は口を開閉させます。記録モードの場合、
コントロールボタン1（ピンク）を押すか、最小の咬合圧か感知する
まで、記録は開始されません。ハンドヘルドは、音で記録の開始と
終了を知らせます。 
•  記録の停止方法は、選択されているモードによって異なります。 
ライブモードの場合、開始と終了のときに音は鳴りません。コント
ロールボタン1（ピンク）を押して終了します。 
記録モードまたはライブ＋記録モードの場合は、記録は設定した時
間が経過すると自動的に終了します。

 
     備考 
 
• 静的および動的噛み合わせの記録が可能です。 
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14.4.3 記録の終了

•       患者の口腔内からセンサーを取り出します。 
•       記録されたデータの評価と咬合圧力分布の画像処理は、 
       OccluSense®iPadアプリにより行われます。 
•      記録が正しく取れたら、ハンドヘルドからセンサーを取り出して廃
       棄します。 
•      第20章に記載のとおり、クリーニングと消毒処理を行います。

     備考 
 
• 咬合接触点は患者の歯面にも印記されます。

注意

• OccluSense®センサーは単回使用の医療機器です。使用後はす
       ぐに廃棄してください。（第24章参照）
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備考

• OccluSense®iPadアプリの画像表示およびデータの保存は
     、選択している記録モードによります。 
• ライブモード場合、画像はリアルタイムで表示されます。ラ
     イブの記録は保存されませんが、コントロールボタン2（グ
     リーン）を押すと、スナップショットを取って保存すること
     は可能です。 
• 記録モードまたはライブ＋記録モードの場合、一次データが
     OccluSense®iPadアプリの患者ファイルに保存され、記録が
     終了すると画像は自動的に表示されます。。
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記録の評価 

15 記録を表示する
15.1 概要 
「記録」セクションでは、記録またはライブモードを開始するこ 
とができます (図 38)。データのグラフィックス表示は、画面中央 
で調整されます。記録またはライブデータは、2次元、3次元、ま 
たはこれらの組み合わせで表示されます。次の章では、このメニ 
ュー項目を使用してデータを記録することがどのように可能とな 
るか、そしてどの機能がデータ分析および処理に利用できるか、 
ということを記載しています。

図 38: アプリの記録表示 

備考

•      画像の色分け、バーの高さは、患者の歯型と咬合状態に個別に
       依存しているため、記録を他の患者のものと比較することはで
       きません。
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2D表示 
記録したデータは、3つの方法で表示できます。最初に説明す
るものは2D表示で、色付きの四角で咬合圧分布のデータを二
次元で表示します。 （図 39）

図 39:咬合圧力分布の2D表示 

3D表示  
第二の オ プ ション は 3次元表 示 であり、「3D」と呼ばれ 、 
（図 40） バーグラフを使用してデータを示します。バーは異なる高
さで表示され、バーが高いほど咬合圧が高い状態を表します。 
 
咬合圧分布を計算するとき、周辺と個々の接触点の比率および歯列
弓全体の接触点との比率が考慮されます。これには、接触点の数と
咬合力も含まれます。  
 
バーは緑、黄、赤色のグラデーションで示され、特定の部分での咬
合圧分布を表しています。ピンポイントで当たっている部分は赤か
らオレンジ色で表示され、広い表面で接触している部分は黄色から
緑色で表示されます。 
 
こうした咬合接触点と歯の表面との相対圧力は、3D表示ではバーの
高さで表されます。 
  
バーは緑、黄、赤色のグラデーションで表示され、接触点の圧力
とその周囲の相対的差異を示します。
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接点への接触点の相対的差異を表します。 
 
緑色は、隣接する接触 
点の間の小さな相対的差異を意味します。隣接する接触間の差異 
が大きい場合、色のグラデーションは黄色から赤色になります。 
 
従来の咬合試験材の ような咬合 表面の マ ーキン グ に加え、 
OccluSense®は咬頭篏合の一時的な連続性を記録できます。動的
プロセスの間、圧力点と表面はその外観で変化します。

図 40: 咬合圧分布の3D表示
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2D/3D表示 
第三のオプションは2Dと3Dを組み合わせた表示で、1つの
画面上で両方を表示することができます。（図41）

図 41:2D・3D画像を組み合わせた表示 

15.2 画像のサイズ調整・回転・角度の変更 
3次元表示は、2本の指でピンチジェスチャーをしてサイズを調整 
します。この表示は、図全体を水平にスワイプして回転でき、図 
全体を垂直にスワイプして傾けることができます。  
2次元表示の位置と方向は変更できません。
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15.3 記録の再生 
 
スナップショット以外の記録は、咬合圧の変化を動画で見ること
ができます。 
操作ボタンはスクリーンの下部にあります。（図42）

図 42:記録の再生（動画停止中） 
 
記録を再生するには、右矢印で示される「Play（再生）」ボタンを
タップします。記録の再生中は、右矢印に代わって「Pause（一時
停止）」ボタンが縦2本のバーで示され、タップすると再生が止ま
ります。（図43） 

図 43:記録の再生（動画再生中） 
 
 
左右にある2つ矢印のボタンは、画像を1枚ずつ前後に送るこ
とができ、記録の正確な瞬間を確認することができます。 
ボタンの上にある白点のついた青い線は、記録の全長を示して
おり、白点は全体のどの時点に現在の画像が位置するかを表し
ます。これらの時間表示は秒とミリ秒単位です 
 

 備考
• 周波数が高いため、再生は常に毎秒25枚の画像で処理され、
      再生時間は実際の表示時間より長くなります。例えば、
      50Hzで行った10秒間の記録の再生時間は、全長20秒になり
      ます。
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15.4 フィルタリング 
 

画面の右端には、白点のついた垂直線があります。このスライダ
ーを使って、特定の閾値より低い値をフィルタ処理することがで
きます。閾値は白点をスライドさせて調整します。線の上端は閾
値０、下端は最大の閾値255を表し、これらの値はバーの最大の
高さと同じです。この数値の間で閾値を変化させることができま
す。（図44）

図 44: 閾値を調整するスライダー
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15.5 記録データを表示する 
 

記録されたデータは、メインメニューの「記録」から利用可能
です。過去の記録とスナップショットもロードして表示するこ
とができます。左上にある「Load recording（記録をロード」
ボタンをタップして、表示したい記録を選びます。（図45）

図 45: 選択中の患者の利用可能な記録の一覧
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15.6 その他の画像オプション 
画面の右端に3つボタンがあります。点が3つ並んでいる中央のボ
タンをタップすると、小メニューが開き、咬合圧分布の表示を有
効にするかどうかのオプションが選択できます。（図46） 
これはセンサーのゾーンごとの咬合圧分布を表示します。1つま
たは両方のオプションを有効にした場合、画面は2D表示のみとな
ります。 
 
「圧分布図をパーセンテージで表示する」を有効にすると、セン
サーの12か所のゾーンごとに数値がパーセンテージで表示されま
す。これらのゾーンは、センサーのまわりに青色の線で示されて
います。 
「4分割の圧分布図を表示する」を有効にすると、センサーの図
形の背景に4分割になった円が表示されます。（図46）各ゾーン
の色は緑、黄、赤色のグラデーションで示され、ゾーンごとの圧
力の差異を表します。4分割の圧力は、バーグラフの値で計算さ
れています。バーの高さの違いによって、緑、黄、赤色にグラフ
の色は変わります。

図 46:咬合圧分布の両方のオプションが有効な画面
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15.7 録画名編集と録画メモ追記

録画名の変更  
このボタンを使用し、録画名の編集を行えます。編集は録画ペー
ジまたは患者ページから行います。録画リストの検索では、録画
名から検索が実行されます。 
 

メモ  
このボタンをタップすると、記録にメモを加えたり、既存のメモ
を編集したりすることができます。メモ画面の上部には２つのボ
タンがあります。  
 

- ゴミ箱 開いているメモを削除します。   

- 終了ボタン メモを保存して終了します。    
メモは記録に添付され、選択している患者の記録の下に表示され
ます。メモの文字数に制限はありません。

図 47:録画名または録画メモ編集
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15.8 フルスクリーン 
右上のボタンで、画面をフルスクリーン表示にすることができます
。メインメニューを非表示にし、画像に干渉することなく最大表示
します。 
 
フルスクリーン表示にすると、記録を画像、PDF、動画としてエク
スポートすることが可能になります。（第16章参照） 
ボタンをもう一度タップすると、元の画面に戻ります。（図48）

 図48：記録のフルスクリーン表示
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記録の管理 
16　録画の管理とエクスポート 
 
録画は患者ページにおいて管理できます。（図49）患者リスト
より患者を選択すると、該当患者のすべての録画が確認できま
す。録画は日付順に参照できます。編集された録画名（15.7）
は検索ボタンで参照してください。 
 
記録にメモがついている場合は、記録エントリーの下に表示さ
れ、メモの文字数が長い場合は途中まで表示されます。 
メモの内容を全て見るには、「...など」ボタンをタップして全
文を表示します。

図49：患者の記録 
 
記録を削除したい場合は、左にスワイプして「備考/消去」のサ
ブメニューを開き、「消去」をタップします。「備考」をタッ
プすると、メモの編集ができます。（第15.7章参照） 
選択した患者の新しい記録を開始する場合は、「新規記録」を
タップします。その患者が有効に設定され、記録画面に切り替
わります。
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16.1 記録の再生 
 
記録を再生する場合は、患者リストから患者を選択し、その患者
のすべての記録を表示します。再生したい記録をタップすると、
新しい画像で咬合データが再生されます。（第15.3章参照）記録
の再生中でも、左側のリストから同じ患者の記録に切り替えるこ
とができます 

16.2 記録の比較 
 
再生画面の左下の「記録を比較する」をタップして、同じ患者
の記録を並べて比較することができます。選択した2つの記録
は並んで表示されます。（図50） 
比較する記録を変更する場合は、各画像の右上にある「記録ロ
ード中」ボタンをタップします。 
記録の比較表示画面では、咬合圧分布表示（第15章）、フルス
クリーン表示（第15.8章）、2D/3D画像の組み合わせ表示（第
15.1章）は利用できません。再生画面に戻るには、画面左上の
「戻る」ボタンをタップしてくださ

図 50:2つの記録の比較表示
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備考
•    この機能は、同一の患者の記録の比較のみ利用可能です。同
     じ患者に少なくとも2つ以上の記録またはスナップショット
     が必要です。

16.3 記録とスナップショットのエクスポ 
ート 
記録は、PNG画像、メモを含むPDFファイル、または動画としてエ
クスポートすることができます。エクスポートは、フルスクリーン
モードでのみ実行できます。（第15.8章参照） 
画面右上のエクスポートボタンをタップすると、メッセージ画面が
開き、フォーマットを選択します。（図51） 
PDFファイルは、メモを含むプレビューが連続して表示され、エク
スポートや印刷することができます。 
PNG画像のエクスポートは、現在の画面のスクリーンショットを
iPadアプリの「写真」フォルダに保存します。 
画像やPDFはアプリの共有フォルダにコピーされ、パソコンやMacか
らiTunesを経由してアクセスすることができます。（第16.5章参照）

図 51:PDFまたはPNGフォーマットでのスクリーンショットのエクスポート
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16.4　記録を動画としてエクスポートする 
 

再生動画を録画することで、MP4ファイルで動画のエクスポー
トが可能です。エクスポートする動画は、記録の特定のフレー
ムに対して行った画像処理（回転、角度調整、ズーム、閾値変
更または初期設定でのフィルタ処理など）を反映した状態でエ
クスポートされます。動画のエクスポートは、フルスクリーン
モードでのみ行うことができます。 
 
時間表示のスライダーを使い、エクスポートしたいフレームを
選択します。赤色の記録ボタンをタップし、スクリーンのキャ
プチャを許可して記録を開始します。再生ボタンをタップして
、記録を見やすいように調整します。灰色の停止ボタンをタッ
プして終了します。動画のプレビュー画面が表示されます。 
（図52） 
動画は、画面下にあるコントローラーでトリミングできます。
編集が終わったら、右上にある「Done（完了）」ボタンをタ
ップして確認します。最後に、「Save（保存）」ボタンをタ
ップして、iOSの写真アプリに保存します。

図52： 動画のプレビュー画面 

 注意

• お使いのiOSによっては、iCloudのフォトライブラリーに画
     像や動画の保存ができる場合がありますが、iCloudの設定で
     この機能を無効にすることを推奨します。クラウドサービス
     を利用した個人データの保管は、使用者の責任のもとで行っ
     てください 。
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16.5　iTunesを経由してデータをPCま
たはMacへエクスポートする 
  
パソコンやMacへデータをエクスポートする場合は、iPadをPC/Mac
に接続します。ケーブルはiPadに付属されています。iTunesソフト
ウェアを、PC/Macにインストールしておく必要があります。
(www.apple.com/itunes/download/)

選択した患者のデータのエクスポートは、「Edit Patient（患者編
集）」ボタンの下にある「Export（エクスポート）」をタップし
て行います。コンテクストメニューからiTunesを選び、エクスポ
ートを確認します。 
 
複数の患者を一度に選択する場合は、患者リストの上にある「
Edit（編集）」をタップしてエクスポートしたい患者を選択しま
す。患者は一度に何人でも選択することができます。すべての患
者を選択したら、リストの下部にある「Export（エクスポート）
」をタップします。コンテクストメニューからiTunesを選び、エ
クスポートを確認します。

図 53:アプリからエクスポートされたファイルにアクセスするた
めのiTunesのロケーション
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選択された患者のデータは、右側の「Edit Patient (患者編集)」ボ 
タンの下にある「Export Data (データのエクスポート)」ボタンを 
タップすることにより、もう一台のiPad またはMacにエクスポー 
トすることができます。コンテクストメニューで、“AirDrop”のセ 
クションにあるその他のデバイスを選択します。  
複数の患者を一度に選択する場合は、患者リストの上にある「Edit
（編集）」をタップしてエクスポートしたい患者を選択します。す
べての患者を選択したら、リストの下部にある「Export（エクスポ
ート）」をタップします。コンテクストメニューからAirDropのセク
ションにあるその他のデバイスを選択します。Macで受信したデー
タは、データのバックアップとして使用されます。OccluSense®iPad
アプリをインストールしたほかのiPadにデータを送った場合は、そ
のiPadでもデータをインポートして使用することができます。 
 
        注意

16.6 AirDrop経由で患者のデータをエ
クスポートする 

•      お使いのiOSによっては、AirDropまたはiTunesへのエクスポー
       ト機能に加えて、クラウドサービスが利用できる場合がありま
       すが、当社ではこれらのサービスを利用することは推奨してい
       ません。クラウドサービスを利用した個人データの保管は、使
       用者の責任のもとで行ってください。

16.7 インポート  
以前にエクスポートされたデータを他のOccluSense®-iPad-アプリ 
が稼働しているiPadにインポートするためには、第16.5章で説明さ 
れている通り、iPadをPCまたはMacに接続し、ソフトウェアを開い 
て、特定のアプリケーションフォルダにナビゲートします (図 53)。 
iTunesの 「Add (追加)」 ボタンをクリックして、以前にエクスポ 
ートされたデータを追加します (図 53)。OccluSense®-iPad-アプ 
リを起動し、患者管理スクリーンを開きます。患者リストの上部 
にある 「編集」ボタンをタップして、「Import (インポート)」ボ 
タンを使い、インポートプロセスを開始します (図 54)。

図 54:インポートボタン

データがAirDrop経由でiPadに送信された場合は、OccluSen- 
se®-iPad-アプリが自動的に起動します。受け取ったファイルを直 
ぐに、または後のインポートのために保存するかを聞かれます。 
データを後でインポートしたい場合は、患者リストの編集モード
にある「import（インポート）」ボタンを使用して、そのファイル
をインポートすることができます。重複を回避するため、患者のID
が検討されます。その患者が既存する場合は、記録が同期されま
す。同じIDが異なる患者に使用されている場合は、既存の患者とイ
ンポートされた患者のどちらかを選択しなければなりません。  
新しくインポートされた記録は、日付順にそれぞれの記録リス 
トに追加されます。同期された記録の更新されたメモは自動的に 
追加されます。
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設定 

17 「Settings (設定)」メニュー
17.1 記録設定 
時間と周波数のデフォルト設定はここで選択することができま 
す。第 14.2 章で説明されている通り、これらの設定は新しい患 
者を有効に設定したとき、または、患者管理の中の「New 
recording (新規記録)」ボタンが押されたときはいつでも適用され
ます。 

17.2 ハンドヘルドファームウェア（およ 
び更新） 
この表示は接続されたハンドヘルドデバイスのファームウェアバ 
ージョン、並びに最新のハンドヘルドファームウェアバージョン 
を表しています。新バージョンのファームウェアが使用できる場 
合は、更新を開始することができます。ハンドヘルドデバイス 
は自動的に受信し、更新をインストールします。これには数分 
を要します。更新プロセス中は、ハンドヘルドへの接続が失わ 
れ、WLANデータも失われることがあります。ハンドヘルドデバ 
イスに接続するためには、第10.2章を参照してください。 

備考

• OccluSense®-iPad-アプリの更新がApple AppStoreにより標 
準更新プロセスで提供されました。

17.3 利用規約および条件 
アプリの利用規約および条件は、ここにリストされています。ア 
プリのすべての機能を使用するために必要なハンドヘルドデバ 
イスの登録のため、利用規約および条件に同意してください。 

18 「Imprint (インプリント)」メニュー 
インプリントは、法的製造者、連絡先詳細、およびソフトウェア 
ライセンス契約に関するあらゆる重要な情報が含まれています。  
Eメールアドレスをタップするとき、iPadのデフォルトメールア 
プリが開きます。
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トラブルシューティング 
19 基本的なトラブルシューティング 
19.1　ハンドヘルドの損傷 

注意

• デバイスに機械的な損傷があった場合は、返却するか適切に
      処分してください。

19.2　工場出荷時設定にリセットする 
ハンドヘルドを工場出荷時設定にリセットするためには、バッテ 
リーコンパートメント内部の小さな穴を通してアクセスできるリ 
セットボタンを長押ししてください（第 4.1 章）。リセットされ 
ると音が鳴ります。 
ボタンにアクセスするには、非常に細いい物（クリップ等）が 
必要です。リセットすると、ハンドヘルドは工場設定になりま 
す。OccluSense®-iPad-アプリのデータは全く削除も変更もされ 
ません。 

19.3　ファームウェアの更新後の接続喪失 
ハンドヘルドデバイスのファームウェアを更新すると、ワイヤレ 
スネットワークが切断されてしまうことがあります。  
ハンドヘルドデバイスがその接続インジケーターによって、失わ 
れたローカル無線ネットワーク名で示されたローカル無線ネット 
ワークに関する情報を失ってしまった場合は、iPadのワイヤレス 
ネットワークをOccluSense® ハンドヘルドのネットワークに切り 
替えます。ハンドヘルドデバイスをローカルワイヤレス機器に接 
続します。詳細は第10.2章を参照してください。  
ハンドヘルドの無線ネットワーク使用中に、ハンドヘルドが自動的
にアプリに再接続しない場合は、手動で接続を行ってください。 

19.4　誤ったWLANアカウント情報を入力する 
   
第10章に記載のとおり、WLANアカウント情報が正しく入力さ
れていなければ、ハンドヘルドを接続することはできません誤
ったWLAN接続アカウント情報を入力してしまった場合は、第
19.2章で説明されているとおりにハンドヘルドをリセットしてや
り直してください。
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エラー（症状） 原因 対策 
• Bauschにお問い合わせく 
  ださい 
(support@occlusense.com)

ハンドヘルド、充電ステ
ーション、テストセンサ
ー 、 ド ラ イ バ ーまた は
Occlu-Sense®-センサーが
損 傷 し て い る 。 Oc-
cluSense®-センサーシール
パックが損傷している。

• Bauschにお問い合わせく 
  ださい 
(support@occlusense.com)

19.5 トラブルシューティング表 

一般（全部品）

•  「必要なハードウェア
  」の項目をご覧くださ
  い。 
 
•  iOSを更新してくださ
  い 
 
 
•  そのアプリをもう一度
  ダウンロードしてくだ
  さい 
•  インターネットアクセ
  スを確認してください

OccluSense®-iPad-アプリ 
とハンドヘルドを接続で
きません。

•  別のハンドヘルドが既
   にアプリに接続されて
   います。 
•  iPad とハ
ンドヘルドデ 
   バイス間のWLAN の接
   続が不十分または使用
   できません 
•  iPadの充電式バッテリ
   ーまたはハンドヘルド
   が適切に充電されてい
   ません。

•  現在の相互接続を切断
  します。使用説明をご
  覧ください(第10.2.3章) 
•  WLAN接続を確認して
  ください。 
 
•  バッテリーが適切に充
  電されているかを確認
  してください(第 8.1
  章およびiPadユーザー
  マニュアル)

OccluSense®-iPad-アプリ

iPadとハンドヘルドが接
続しない。

•  iPad とハンドヘルドが
  同じWLAN で接続され
  ていることを確認しま
  す (設定 -> ハンドヘル
  ド登録)

サンプル/デモデータのみ
が表示される。

• 登録手続きが完了して
  いません

•  登録手続きを行ってく
   ださい。（第10.4章）

ハンドヘルド、充電ステ
ーション、テストセンサ
ー、ドライバーまたはOc-
cluSense®-セ ン サ ー が 見
当たらない。

エラー（症状） 原因 対策
OccluSense®-iPad-アプリ
がiPadに適切にインスト
ールされない。

•  ユ ー ザ ー の iPadと 
   OccluSense®iPadアプリ
との互換性がありませ
   ん。 
•  ユーザーのiOS-version
   はOcclu-Sense®-iPad-
   アプリとの互換性があ
   りません。 
•  OccluSense®-iPad-アプ
   リが正しくダウンロー
   ドされていない、また
   はApp storeから完全に
   ダウンロードされていま
   せん。
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• Occlu-Sense®-iPadアプ
リに患者ファイルを作
  成します(第13.2章) 
 
 
• OccluSense®iPadアプ
  リで患者を設定します。 
 
 
• テストセンサーで機能
     テストを実施します(第 12章) 
 
 
 
 
• ハンドヘルドのテスト
  センサーの位置が正し
  いか確認してください。 
 
• もう一度機能テストを
  行います 
 
• 機能テストが更に失敗
  する場合は、Bauschに
  お問い合わせください
(support@occlusense.com) 
 
• Apple AppStoreへの接
  続を確認してください 
 
• 更新してください（第
  17.3, 21.3章）

OccluSense®-ハンドヘルド

•  バッテリーを電池ボッ
  クスに挿入します(第
  8.1章) 
 
•  電池ボックスからバッ
  テリーを取り外し 電池
  ボックス内側の確認マ
  ークに従って挿入しま
  す(第8.1章) 
 
•  バッテリーポールとバ
  ッテリープローブが確
  実に接触しているかを
  確認します 
 
•  バッテリーを充電しま
  す(第8.1章)

•  マニュアルをご覧くだ
  さい(第8.1章) 
•  単4形ニッケル水素 
  （NiMH）充電池3本を
  使用してください。（
  第8章）

•  OccluSense®iPadアプ
リで患者ファイルがまだ
作成されていないか、有
効に設定されていない。 
 
 
 
 
 
•  定期的に要求されるテ
  ストセンサーでの機能
  テストが実施されてい
  ない、または失敗した 
 
 
•  機能テスト失敗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Occlu-Sense®-iPad-ア
  プリの必要な更新また
  は ハンドヘルドファー
  ムウェアがインストー
  ルされていません

咬合圧分布の記録が開始
できない

エラー（症状） 原因 対策

エラー（症状） 原因 対策
ハンドヘルドのスイッチ
が入らない。

•  電池ボックスに電池が
  ありません 
 
 
•  バッテリーが正しく挿
  入されていません 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  バッテリーの充電が不
  十分です

バッテリーをハンドヘル
ドに挿入できない。

•  電池ボックスカバーが
  開きません 
•  (適合した)バッテリー
  がありません
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• Bauschにお問い合わせ
  ください 
(support@occlusense.com)

OccluSense®iPad-アプリ  
とハンドヘルドデバイス
を接続できない。

•  ハンドヘルドとiPadアプ
   リを接続します(第10.2.3章) 
•  ハンドヘルドを工場デフ
   ォルト設定にリセットし
   ます(第19.2章)

OccluSense®-充電ステーション

iPadとハンドヘルドが接
続しない。

•  WLAN 設定が正しくあ
  りません

•  ハンドヘルドを工場出荷
    時設定にリセットします
    （第19.2章） 
•  iPad アプリ をハンドヘ
    ルドに接続し(第10.2章
    )WLANアカウント情報を
    再入力します (第10.2.2章)

咬合圧分布の記録が開始

できない 
•  登録手続きが完了して
   いません 
 
•  定期的に要求されるテ
   ストセンサーでの機能
   テストが実施されてい
   ない、または失敗した

•   登録手続きを完了しま
   す。第10.4章をご覧く
   ださい 
•   テストセンサーで機能
   テストを実施します。
   またはテストを繰り返
   します(第12章)  
•   Bauschにお問い合わせ
   ください 
(support@occlusense.com) 

ハンドヘルドバッテリ
ー が (正しく) 充電され
ない。

•  電池ボックスにバッテ
  リーがありません 
•  バッテリーが正しく挿
  入されていません 
 
•  ハンドヘルドが充填ス
  テーションに正しく設
  置されていない 
 
•  充電ステーションが挿
  入されたハンドヘルド
   デバイスを認識しません

•  バッテリーを電池ボッ
   クスに挿入します (第
   8.1章) 
 
 
•  ハンドヘルドを充電ス
   テーションに挿入しま
   す (第8.1章) 
 
•  ハンドヘルドが充電ステ
    ーションに正しく設置さ
    れており、間に干渉物が
    ないことを確認します

充電ステーションが (ロ
ーカル) 電源に接続でき
ない。

•   対応する電源プラグが不
     良、または紛失している

•   Bauschにお問い合わせ
    ください 

(support@occlusense.com) 

エラー（症状） 原因 対策

エラー（症状） 原因 対策 
電池ボックスを閉じるこ
とができない

•  電池ボックスの蓋の不良
   、または紛失している 
•  ドライバーが破損、また
   は紛失している
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OccluSense®-テストセンサー

OccluSense®-センサー

取り扱い

• OccluSense®-テストセ
  ンサーが適切に挿入さ
  れていません

•    テストセンサーの位置が
      ハンドヘルドの中で正し
      いことを確認します (第12章)

•  OccluSense®-センサー
  が 適切に挿入されてい
  ません 
•  使用された 
  OccluSense®センサー
  が不良、または改変さ
  れている

•  ハンドヘルドのテストセン
    サーの位置をチェックして、
    必要であればセンサーの位
   置を直します (第14.1.2) 
•  認識されないOcclu
   Sense®Sensor を交換します 
•  Bauschにお問い合わせくだ
   さい 
(support@occlusense.com)

•  マニュアルをご覧くだ
   さい (第8.1章) 
 
 
 
•   バッテリーを交換します 
   単4形ニッケル水素 
   （NiMH）充電池3本を
   使用してください。 
   （第8章）

•   Occlu-Sense®-iPad ア
   プリに患者ファイルを
   作成します (第13.2章) 
•   Occlu-Sense®-iPad ア
   プリで患者を有効にし
   ます (第14.2章)

•   治療を受けている患者
   ではない患者がOcclu
   Sense®-iPad-アプリで
   有効に設定されていま
   す

記録が他の患者に割り当
てられる

ハンドヘルドが数回の記
録後に電源が切れる

•   適合する充電式電池が
   電池ボックスに挿入さ
   れていません 
 
•   バッテリーが不良品で
    す

エラー（症状） 原因 対策

エラー（症状） 原因 対策 

エラー（症状） 原因 対策 

ハンドヘルドがOcclu- 
Sense®-テストセンサー
を認識しない

ハンドヘルドがOcclu-
Sense®-センサーを認識
しない。



74

クリーニング  
20 クリーニングおよび消毒 
OccluSense®-システムの構成部品（ハンドヘルドデバイス、充電 
ステーションおよびテストセンサー）は、取り扱いごとに一般的 
な衛生習慣の一部として、クリーニングおよび消毒を定期的に実 
施する必要があります。 
基本的に次のことに従う必要があります：損傷したシステムコン 
ポーネントは再使用できない可能性があり、保証期間が終了し 
ている場合は適切に処分する必要があります。,Bundesgesund- 
heitsblatt 2012 - 55:1244-1310破損したシステム部品は再利用で
きず、保証期間が過ぎている場合は適切に処分しなければなりま
せん。 
 
次のシステムコンポーネントは、洗浄と消毒を行った後に無塵状
態で保管しなければなりません。 
保管条件: 
温度範囲                                       0°C~+80°C 
相対湿度                                       20%~90% 
気圧                                              500hPa~1060hPa

20.1　ハンドヘルド 
 
施術後2時間以内にハンドヘルドのクリーニングおよび消毒を
実施します： 
 
1. コントロールボタン1（ピンク）を2秒以上長押しして、ハ
   ンドヘルドの電源を切ります。または、スイッチは約4分後
   に 自動的にオフになります。 

2. デバイスからセンサーを取り出して、正規の処分法令に従っ
   て廃棄します。（第24章「処分方法」もご覧ください。） 

3. 唾液などのコンタミがあった場合、表面を湿らせた布で拭
   き取ってから乾燥させます。 

4. ハンドヘルドに損傷がないか目視検査を行います。 
5. センサーカバーとカバーの内部も含め、表面を消毒します。
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20.2　充電ステーション 
1.   充電ステーションを電源供給システムから外してください。 
2.   第20.1章のステップ3から5で説明されている通りに進めます。 

20.3　テストセンサー 
クリーニングと消毒を、第20.1章のステップ3から5で説明されて 
いる通りに進めます。 
 
  

20.4　再利用可能性 
 
製品サイクルの終了は、老朽化および使用による破損によって決
定されるので、頻繁な再処理は、OccluSense®-システムのシス
テムコンポーネントでは効果、または制限がありません。

破損して汚れた部品を使用することは使用者の責任となります。 
これを無視して使用された場合は、弊社は製造物責任を負いかね
ます。 

• OccluSense®-システムのコンポーネントは機械洗浄および 
熱消毒処理には適しません。

• バッテリーボックスのカバーはクリーニングおよび消毒中は 
閉じておく必要があります。

• クリーニング/消毒の前にハンドヘルドの電源をお切りくだ 
さい。

• 消毒済み製品の接触時間を観察し、かつユニットは、この間 
にスイッチオフになっていることが必須です。

• OccluSense®-センサーはディスポタイプの医療機器であ 
り、再利用は禁じます。

• 洗剤および消毒剤の製造者の指示には厳格に従わなけれはな 
りません。特に、濃縮剤が使用されるときは使用時間を確認 
しなければなりません。

 注意

備考
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メンテナンス  

21　バッテリー、電気の安全、ソフ 
トウェアの更新 

21.1　一般 
OccluSense®-システムは、基本的にはメンテナンス不要です。  
しかしながら、システムは一日一度、機能テストの形式で校正し 
なければなりません（使用した場合）。機能テストを第11章およ 
び第12章で説明されている通りに正常に実施できた場合は、メン
テナンスは不要です。しかしながら、機器の機能テスト中にエラ
ーが発生した場合は、OccluSense®-システムに不具合がある恐
れがあります。この場合は第19章をご覧ください。 
 

注意

• このシステムの修理またはその他の改変は行わないでくださ 
い。

• 破損したパーツや代替部品の使用は、使用者の責任となります。 
• これを無視して使用された場合は、弊社は製造物責任を負い
      かねます。

21.2　バッテリー交換

1. 電池ボックスカバーのねじを、ドライバ
ー IP6（付属品）で緩めて、カバーを外し
ます。 
このねじは、脱落防止ねじとなっており、
開いた後もカバーにねじが残ります。
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2. 電池を取り出し、正規の処分方法
にしたがって廃棄します。（第24章
参照）

3. 新しい単4形ニッケル水素（NiMH）充
電池（1000ｍAh以上のもの）を、電池
ボックス内のマークを参照して、正しい
配列で挿入します。

4. カバーを閉じて、手でねじを締
めます。

注意

• 電池を逆接続すると発熱して高温となり、機器を損傷する恐
      れがあります。
• 電池ボックス内のマークに注意を払ってください。
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21.3　ソフトウェアの更新 
トラブル解決の目的で、OccluSense®-システムはハンドヘルド 
デバイスファームウェアおよびOccluSense®-iPad-アプリの更新 
をサポートします。 
ハンドヘルドファームウェアの更新、またはOccluSense®-iPad- 
アプリが利用可能になると直ちに、更新の通知が自動的に表示さ 
れ、以下のようにダウンロードとインストールを実行することが 
できます:

「Settings (設定)」 -> 「Handheld Firmware (ハンドヘルド ファー
  ムウェア)」
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備考 
22　運搬と保管 
 
OccluSense®システムを長期にわたって保管する場合は、ハンドヘル
ドからバッテリーを取り外し、システムケース（付属）に他ののシ
ステムコンポーネントと一緒に保管することを推奨します。システ
ムの運搬も同様です。 
 
運搬および保管条件： 
温度範囲 0°C~+80°C 
相対湿度 20%~90% 
気圧  500hPa~1060hPa 

23　耐用年数 
 
ハンドヘルドの耐用年数は5年です。 
センサーの有効期限は、パッケージのラベルをご確認ください。 

 

24　処分方法 
OccluSense®-システムのコンポーネント（ハンドヘルドユニッ 
ト、充電ステーション、テストセンサー）およびOccluSense®- 
センサーは、適用される正規廃棄法令に従って廃棄されなければ 
なりません。 
詳細説明: 
充電式電池:EU Directive2006/66/EC;　電池と蓄電池の市場導 
入、返品、および環境にやさしい廃棄に関する法律（Battery Act-
BattG） 
ハンドヘルドデバイス（電池なし）、充電ステーションおよびテ 
ストセンサー:EU Directive 2012/19/EU　電気廃棄物および電子 
装置(WEEE)；電気および電子装置の市場導入、返品および環境 
に対し健全な廃棄法(ElektroG) 
OccluSense®-センサー(「一般」):普通ゴミの廃棄 
OccluSense®-センサー(「コンタミ」、例. HIV または肝炎): 
TRBA 250に従い使い捨て 

25　電磁適合性 
このシステムの製造者が正式に認可しない改変または調整は、装 
置やシステムの排気の増加、および感染しやすくなる原因となり 
ます。 
このシステムは適用されるEMC規定に準拠して設計されテストさ 
れました。第8章、10章、12章、15章で説明されている通りに操 
作されなければなりません。
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26　保証 
すべての製品コンポーネントには、購入日から12か月間の法的保 
証期間が適用されます。バッテリー機能性の保証期間も12か月間 
です。 

この保証対象には、材料および/または処理不良による修理も含ま 
れます。不適切な使用および/またはクリーニングおよび消毒、ま 
たは未認定のサービスおよび修理提供者または使用者自身による 
サービスまたは修理の試みによる破損には保証は適用されませ 
ん。 
それ以外は、Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG の一般利用規約と 
条件が適用されます。 

27　カスタマーサポート  
 
以下のサポートシステムをご利用ください。 
 

 
help.occlusense.com 

 
 
お電話受付 
 
ドイツ並びにヨーロッパ +49-221-982 59010   各国言語対応 
 
アメリカ                           +1 (844) 633-4002    英語、スペイン語、 
                                                                           ポルトガル語 
 
日本                                  +81-50-3101-4161    日本語対応 
 
 
Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG 
Oskar-Schindler-Straße 4 
D – 50769 Köln 
GERMANY 
www.occlusense.com 
help@occlusense.com 
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28　予備部品  
- 充電ステーション    BK 5002 
- バッテリーコンパートメントカバー BK 5001-3 
- テストセンサー    BK 5011 
- ドライバー   BK 5012 
- 電源アダプター ヨーロッパ   BK 5003 
- 電源アダプター アメリカ/日本  BK 5004 
- 電源アダプター イギリス    BK 5005 
- 電源アダプター オーストラリア  BK 5006 
- 電源アダプター 中国    BK 5007 

29　事故の通知 

備考
• Occlusense®システムのアプリケーションに関係する重大
     事故は Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG 
     [info@occlusense.com] および各々のEU加盟国の政府に報
      告されなければなりません。

備考

• OccluSense®-システムは厳しいテストをクリアした製品で 
す。しかしながら、誤動作により咬合力が正確に表示され 
ないことがあります。OccluSense®-システムに記録された 
データのみを基に治療方針を決定しないでください。こ 
の目的のため、包括的な診断を提供するよう、更に詳しい情 
報を得なければなりません。表示された咬合力の記録の数値 
からは絶対力 (絶対値) について結論は導かれません。咬合圧

      の記録は相対的な値を表します。
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30　適合宣言書 
 

Declaration of Conformity 
 
The manufacturer of the products according to this declaration is: 
 

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG 
Oskar-Schindler-Straße 4 

50769 Cologne 
Germany 

 
 

Directives and standards to which the conformity is declared: 
 

Directive 93/42/EEC (MDD) 
Directive 2007/47/EC 
Directive 2014/53/EU 

EN 60601-1:2006 + A1:2013 
EN 60601-1-2:2007 

EN 60601-1-6:2010 + A1:2015 
EN 62304:2006 + A1:2015 

 
 

Products for which this conformity is declared: 
 

Bausch OccluSense Set BK 5000 
Bausch OccluSense Handheld BK 5001 
Bausch OccluSense Sensors BK 5025 
Bausch OccluSense Sensors BK 5035 

 
 

Product classification: 
 

Class I according to directive 93/42/EC including directive 2007/47/EC annex IX, rule 5 & rule 12 
 
 

Conformity assessment procedure according to: 
 

Annex VII of the directive 93/42/ECC (MDD) 
 
 

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG hereby declares that the products mentioned above, meet the require-
ments of the Directive 93/42/ECC (MDD) and the Directive 2007/47/EC for medical devices as well as the 
Directive 2014/53/EU for radio equipment. 
 
The technical documentation which meets the requirements for verification of compliance of the above men-
tioned directives and standards is documented in part A and B of the technical file and is available for the 
regulatory authorities for medical devices. 
 
Validity of this declaration: 
 
This declaration is valid from 2018-06-01 to 2020-05-25. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Signed by: André Bausch 
Position: General Manager of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG 
 
Date of signature: 2018-06-01 
Place of signature: Cologne - Germany 
 

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Str. 4

D-50769 Köln - Germany
Tel: +49 (221) - 70 93 6-0

Fax: +49 (221) - 70 93 6-66
www.bausch.net
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The OccluSense® contains the wireless network transmitter module  

Microchip ATWINC1500-MR210PB, registered in:  
 
U.S.A.  

Contains FCC ID: 2ADHKATWINC1500  
 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfe-
rence in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, 
and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna 
• Increase the separation between the equipment and receiver 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help 
 
CANADA 
Contains transmitter module IC: 20266-WINC1500PB  
 
U.S.A. & CANADA  

 
 
EUROPE 
The ATWINC1500-MR210PB module is an R&TTE Directive assessed radio module that is 
CE marked and has been manufactured and tested with the intention of being integrated 
into a final product.  
 
JAPAN 

007 – AD0199 
 
INDIA 
ETA Certificate No: NR-ETA/5411-RLO(NR) 
 
BRASIL 

02560-19-12141



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG 
Oskar-Schindler-Straße 4 
D-50769 Köln - Germany 
Tel: +49-221-70936-0 
Fax: +49-221-70936-66 
Eメール: info@bauschdental.de 
Internet: www.bauschdental.de 
 
Bausch Articulating Papers, Inc. 
12 Murphy Drive, Unit 4 
Nashua, NH 03062, U.S.A. 
Tel: +1-603-883-2155 
Tel: 888-6-BAUSCH 
Fax: +1-603-883-0606 
Eメール: info@bauschdental.com 
Internet: www.bauschdental.com 
 
Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd 
ABN 73093760402 
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia 
Tel: +61-2-9345-1945 
Fax: +61-2-9345-1955 
Eメール: info@bauschdental.com.au 
Internet: www.bauschdental.com.au 
 
バウシュ咬合紙ジャパン株式会社 
池田市城南 1-4-2 2F 
〒563-0025 大阪府  
Tel: +81 72-737-9501 
Fax: +81 72-737-9502 
Eメール: info@bauschdental.jp 
Internet: www.bauschdental.jp 
 
Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. 
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 
379, salas 8 e 9, Lt. 3 Q. 30. 
13304-240, Itu-SP, Brasil 
Tel: +55 11 3020-9263 
Eメール: vendas@bauschbrasil.com.br 
Internet: www.bauschbrasil.com.br
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