医療機器認証番号：220AGBZX00081000
機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般的名称:温灸器(JMDNコード 71018000)
管理医療機器(クラスⅡ)

BS-10

取扱説明書(保証書付･保管用)

※ いつでもお読みいただけるように、大切に保管しておいてください。

● はじめに
・この度は、
『バンシン』をお買い上げい
ただき誠にありがとうございます。
・本器『バンシン』は、旧来より行われてき
た、
もぐさ灸や燔鍼(ハンシン)の代用と
して使用するもので、
その使用方法につ
いても東洋医学のツボ刺激として使用
することができます。

注意サイン

取扱説明書本文に出てくる警告サインの部分は、製品
を使用する前に注意深く読み、
よく理解してください。

禁忌
禁止

● お願い
・本器は熱による刺激装置です。使い方を
誤ると低温やけどを引き起こす場合が
あります。
ご使用に際しては、本書を熟
読の上、正しくお使いください。

注意

保証書
機 種 名
式

BS-10

製造番号
保証期間

死亡または重傷を負う危険性があります。
この表示を無視して誤った取扱をすると障害を
負う可能性または物的損害が想定される内容
を示しています。

■ 仕様

<< 切 り 取 り 線 >>

形

本装置の性能を超える、不適切な使い方により、

年

月

日 ヨリ

年

月

日 マデ

お買上げ日より1年間

15℃〜35℃

刺 激 温 度

MAX 65℃*

熱刺激時間

約0.4〜1.0秒 (自動停止)

熱刺激面積

約1.0mm2

連続使用回数

約20,000回 (使用状況により異なります)

電

池

リチウム電池CR2(3V)×2個

定

格

6.0V、2.2W

さ

長さ 128mm × φ20mm

さ

60g(電池込み)

大

き

重

ご住所
ご芳名

使用環境温度

* 無負荷(尖端に何も接触させない)の状態で、専用放射温度計により、
非接触で測定。測定方法によっては、温度が低くなる場合があります。

様

製造販売元

製造販売元

〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋1-9-32

TEL.(0797)88-2121(代)/FAX.(0797)88-1313

販売店名(住所)

〒665-0874
兵庫県宝塚市中筋1-9-32

(28B2X00011)

TEL.(0797)88-2121(代)/FAX.(0797)88-1313

故障及び修理、お取り扱いについてのお問い合わせは

取扱説明書 第3版 B011503..C

禁忌･禁止

■ 電池の交換について

次に該当する症状を示す人又は診断を受けた人は、かかり
つけの医師に本製品の使用可否について相談してください。 ・電池交換は、必ず２本同時に新しい電池と交換してくださ
い。電池のメーカーは問いませんが、同じメーカーでそろえ
1) 心臓に障害のある人。
てください。
2) ペースメーカーを使用されている方。
・取り外した電池を保管や破棄する場合は、端子部にテープな
［症状を悪化させるおそれ又は悪影響を与えるおそれがある
どを貼り付けて絶縁してください。
ため］
・電池を廃棄する場合は、
自治体の指定した廃棄方法に従って
ください。
･ 長期間使用されない場合は、必ず電池を本体から取り出して
使用上の注意
保管してください。液漏れや故障の原因になります。
1. 重要な基本的注意事項
・リチウム電池(CR2)は充電できません。充電すると発火、発
・使用に当っては、取扱説明書に従って下さい。
熱、液漏れ、破裂する恐れがあります。
・本器規定の使用目的以外で使用しないで下さい。
・皮膚の弱い部分には使用しないでください。
・同じ部位に連続して繰り返し使用しないでください。皮
下記の電池をお求めください。
膚に炎症を起こしたりやけどの恐れがあります。
★ リチウム電池：CR2（3V）×2本
・身体の自由が利かない人及び子供、幼児には使用させな
※電池は家電量販店、ホームセンター、
カメラ(写真)店 等で
いでください。
販売されています
※メーカーは問いません。
・睡眠薬等を服用した人及びめいてい ( 酩酊 ) 状態の人は
※カメラ用と表示されている場合もあります。
使用しないでください。
・この機器は尖端が熱くなりますので、熱に鈍感な人は、
この機器を使用する際十分注意を払ってください。
注意
・しばらく使用しても効果が現れない場合、医師又は専門
・電池は、
リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使
家に相談してください。
い方を誤ると、電池が発火、発熱、漏液、破裂したり、けがや機器
・次の病症を治療中の人は、使用前にかかりつけの医師と
故障の原因となるので、電池のパッケージの注意事項をよく確
相談して下さい。
認してからご使用ください。
・電池は、充電、
ショート、分解、落下、変形、はんだ付け、加熱、火
①重度の高血圧症の人
に入れるなどしないこと。
②不整脈のある人
・金属製の小物類やネックレス等と一緒にしないでください。電
③ぜん ( 喘 ) 息の人
池がショートする可能性があります。必ず収納ケースに保管し
てください。
④温度感覚喪失が認められる人。熱による刺激が感じ
取れない方。
⑤妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
⑥糖尿病などによる高度な末しょう ( 梢 ) 循環障害から
■ こんなときは?
くる知覚障害のある人。
状況
考えられる原因や不具合
対処方法
⑦安静を必要とする人。
ケースキャップが緩 ケースキャップを締め付
発光LED
⑧体温 38 ℃以上 ( 有熱期 ) の人。
けてください。
点灯しない んでいる。
・本器により経穴 ( ツボ ) などを押してマッサージするよ
電池を入れ直してください。
電池の接触不良。
うな使用方法は想定していません。このような使用方法
電池は、(＋)(−)を逆に入
をすると皮膚に傷が生じる、本器が破損する恐れがあり
れないでください。
ます。
電池が消耗している。電池を新しいものと交換
発光LED

注意

2. 不具合・有害事象

高齢者へ使用する場合は、次のことに注意してください。
・加齢により皮膚の感覚が鈍っている方は、温熱刺激を十
分に感じることが出来ないため、効果が見られない場合
が想定されます。
・効果が見られないからと言って、同じ部位に繰り返し使
用しないでください。熱が蓄積し、やけどを起こす恐れ
があります。
・加齢により皮膚が弱くなっている方は、やけどを起こし
やすくなっている恐れがあります。使用前に皮膚の状態
を確認してください。

赤と緑が点灯
発光LED
赤が点灯
刺激(熱感)が得
られなくなった
落としてしまった
濡らしてしま
った

してください。
電池が激しく消耗し 電池を新しいものと交換
ている。
してください。
故障の可能性があり 販売店または当社にご連
ます。
絡ください。
衝撃により故障します。 点検が必要です。
故障や動作不良が起 販売店または当社にご連
こる可能性があります。絡ください。

■ 故障および修理サービスについて
・本器に不具合や故障などを発見された場合は、販売店また
は当社へご連絡ください。症状をお聞きし、詳しい故障依頼
手順をお知らせいたします。お客さま側で分解･改造は絶
対にしないでください。
・本器を修理依頼される場合は、十分な梱包の上、指定のと
ころへお送りください。
・当社にて故障個所を診断の上、お見積り後、修理を行います。
・修理完了後、お客さまにご連絡の上、宅急便にてお送りい
たします。

■ 各部の名称

ストラップ取付リング

■ 電池の入れ方

■ セット内容

ご使用の前に準備してください。
※ 電池を入れる場合は、(＋)(−)を間違わないように入れ
てください。

ケースキャップ

ノーズキャップ

本体

本体
①ケースキャップを
外します。
リチウム電池(CR2×2本)
※ スイッチを爪や尖っ
専用ストラップ
たもので操作しな
いでください。
カバ
その他の付属品
ーが破れる恐れが
・取扱説明書(本書)
あります。
スイッチ
・添付文書
・お客様アンケート
スイッチカバー
・お買上げ登録証
『お客様アンケート』
『お買上げ登録証』は、お手数ですが
必ず弊社までご返送ください。切手は不要です。
発光LED
尖端子

※ 先端部は衝撃等に弱く、落としたりぶつけたりすると破損します。

■ 使用方法
初めてご使用される場合や初めての方に処方される場合は、必ず手のひらなど比較的皮膚の厚い場所から、薄い場
所へと移動させながら熱刺激感を確認しながら使用してください。人によって刺激の感じ方、皮膚の強さや弱さが異
なります。いきなり皮膚の弱い場所、皮膚の弱い方へ処方されると、軽度の熱傷を起こす場合があります。

基本的な使い方と特徴

1. 適用できる症例
動作時のつっぱり、引きつけ、痙攣(ケイレン)、痛みなどの経筋病を対象とします。
それ以外でも、灸の代用品、
スポット的な温熱刺激装置として応用できます。
2. 刺激部位
注意
疼痛(トウツウ)部位局所、局所と関連する圧痛等の反応点、
疼痛部位を通過する末梢の榮穴(エイケツ)、兪穴(ユケツ)と ・ 刺激する部位の温度が低い場合、スイッチ
いった経穴が刺激部位となります。
を押してから発光LED(緑色)が消えるまで
の時間が長くなります。
3. 使用方法
・
使用する環境の温度が低い(15℃以下)の
① ノーズキャップを外す。
場合、正常な刺激ができないことがありま
② 尖端子を経穴部位に接触させる。
す。
この場合は使用する前に本器を数回動
③ バンシンのスイッチを押す。
作させてください。
④ 経穴部位から尖端子を離す。
・ 赤色のLEDが点灯した場合は、速やかに
新しい電池と交換してください。
※ 刺激している間、発光LEDが緑色に点
灯し、電子音(微小音)が鳴ります。
・ 電池が消耗すると刺激温度が安定しなく
なり、軽度の熱傷が起こる場合があります。
※ 刺激時間の目安は約1秒です。
※ スイッチを押すと発熱が始まり自動で
※ 電池が十分に残っている場合でも、気温や電池の状
停止します。
態によって、赤色LEDが点灯する場合があります。数
回使用したのち赤色LEDが点灯しなくなれば電池
※ 発光のLED緑色が消えるまでスイッチ
発光LED
の消耗ではありません。
を押し続けてください。
※ 使用中に赤色LEDが点灯した場合は、
速やかに人体から離してください。
注意
⑤ 使用後は必ずノーズキャップを取り付けてください。
・ 同一場所に連続して繰り返し刺激しない
※ 尖端の保護と転がり防止のため。
でください。軽度の熱傷が起こる場合があ
4. 刺激量
ります。
原則として一穴について1秒以内(温熱刺激)でよ
・ 刺激感は『チクリとした刺激』程度のもの
いのですが、
さらに刺激する場合には、尖端子をわ
です。刺激が強く(すごく痛いと)感じるとき
ずかにずらして刺激する必要があります。
は、皮膚が弱い場合がありますから、刺激
5. 刺激感
を我慢して使用しないでください。軽度の
熱傷が起こる場合があります。
スイッチを押すと同時に、チクリとした軽度の熱痛感を
与えます。

②電池の(＋)(−)を確認し、(＋)側から
中に入れてください。

■ 日常の点検と清浄方法など
1. 使用前の注意事項
・使用前に外観に異常がないこと、ガタつきがないことを
確認してください。
・使用前に 1 回以上動作させ発光 LED の緑色が点灯するこ
と、発光 LED の赤色が点灯しないことを確認してください。
・発光 LED の赤色が点灯した場合は、電池が消耗していま
す。電池が消耗すると刺激温度が安定しなくなり、軽度
の熱傷が起こる場合があります。速やかに新しい電池と
交換してください。
※電池が十分に残っている場合でも、気温や電池の状
態によって、発光 LED の赤色が点灯する場合があり
ます。数回使用したのち赤色が点灯しなくなれば電
池の消耗ではありません。
・使用前に手のひらなど比較的皮膚の厚いところに尖端を
当て異常な ( 強すぎる ) 痛感がないか確認してください。
・冬など本体の温度が低下している場合は、十分な刺激が
得られない場合があります。数回動作させて、先端部を
温めてください。
・しばらく使用しなかった機器を使用するときは、前記に
準じるほか機器が正常に、かつ、安全に作動することを
確認して下さい。
2. 使用中の注意事項
・機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止して
下さい。
・身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止し、医師に
相談してください。
・爪など先の尖ったものでスイッチを操作しないでくださ
い。スイッチカバーが破れる恐れがあります。
・消炎鎮痛用の塗り薬やマッサージ用ローション、ハンド
クリーム等が多量に付着した手で使用しないでくださ
い。これらに含まれる成分がスイッチの接触不良の原因
になる恐れがあります。付着した場合は、湿らせた柔ら
かい布等でよく拭き取ってください。
・浴室などの湿度の多い所、水のかかりやすい所での使用
はしないでください。
3. 使用後の注意事項
・機器を衛生的に保つため、本体、付属品などは、次の使
用に支障のないように清浄してください。
・使用後、及びバンシンを処方される人 ( 患者 ) が変わる
場合は、必ず尖端子の清浄を行ってください。
・尖端子の清浄は、アルコール綿花などで消毒してくださ
い。このとき力を入れ過ぎないように注意してください。
・樹脂部分にアルコールが付き過ぎないように注意してく
ださい。破損する恐れがあります。
・尖端子は繊細な部分です。損傷させないように注意して
取り扱ってください。
・清浄後は必ずノーズキャップを取り付けてください。
・本体が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてくださ
い。汚れが強い場合は、湿らした柔らかい布により汚れ
を拭き取ってください。

③ケースキャップを取り付けます。最後まで、
しっかりと締めてください。
リングを持って
回さないでください。
リングや取付部分が
変形する恐れがあります。

■ 貯蔵・保管方法及び使用期間など

1. 保管について
・保管前に必ず清浄を行ってください。
･ 保管時は、必ずノーズキャップを付けて保管してくださ
い。
・湿気の少ないところに整理、保管してください。また、
踏みつけて転倒のないように注意して下さい。
･ 幼児の手の届く所に保管しないでください。
・しばらくの間使用しないときは電池を取り外してくださ
い。
2. 耐用年数について
・耐用年数：5 年 ( 当社測定データによる。)
・対象は本体のみとします。
・電池、ストラップなど付属品は除きます。

<< 切 り 取 り 線 >>

保証規定
１) 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には無
償保証いたします。
２) 保証期間は、お買い上げ後１年間です。
３) 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本保証書
を添えてお買い上げの販売店、
または当社までお送りくださ
い。
この場合当社までの送料はご負担願います。
４) 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
ロ) 火災、地震、水害、落雷その他天変地変、公害や電源の異常
による故障及び損傷
ハ) お買い上げ後の落下など不注意による故障
ニ) 本書の提示がない場合
ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合
ヘ) 消耗部品
ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合
５) 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してく
ださい。
６) この保証書は本書の明示した期間、条件のもとにおいて無償
保証を約束するものです。従って、
この保証書によってお客様
の法律上の権利を制限するものではありません。

