
SUPPLEMENTAL PERSONAL PROTECTION SYSTEM

Shield

Comfortable.
Reusable.
Protective. 
軽量で耐久性に優れ、再利用可能な
CARESTREAM シールド
ヘルスケアの専門家として、お客様の仕事はさまざまな人たちと接する
ことが多いです。特に患者と接する場合は患者とご自身を守るための防
護手段が必要です。ケアストリームが提供する CARESTREAM シールドは
軽量で耐久性に優れ、再利用可能な個人防護システムです。長時間の着
用でも快適で、使いやすく簡単に清掃できます。

CARESTREAMﾠシールドは、健康に害を及ぼす可能性がある湿性生体物
質から着用者の眼、鼻、口を防護し、さらに側頭面への跳ね返りや飛び散
りを減少させることを目的としています。マスクやゴーグル、その他の個
人用防護具（PPE）と併用することにより、顔全体に対して高い防護対策
が期待できます。

一目でわかるメリット
• ぴったりなサイズでリスク軽減
• 軽量で、一日中着用しても快適
• シールドの曇りと視認性の問題を軽減
• 使いやすく、掃除も交換も簡単
• マスクなどのPPE と併用で顔全体を防護
• 2 種類のオプション:スタンダード モデル、エクステ 
モデル



carestream.com https://youtu.be/p9l2iUk9T6o

快適＆軽量
CARESTREAMﾠシールドは軽量で通気性が
良く、頭囲の大きさやヘアスタイルを気にせ
ずにサイズ調整できます。またルーペやメガ
ネ、マスクなど他の PPE と併用しても快適に
着用できます。

再利用可能なシールドシステム
CARESTREAM シールドには専用のシールド
が 2 枚付いています。別売で交換用シールド
（5ﾠ枚入り）をご用意しておりますので、ホ
ルダーをキープしながら新品のシールドと
交換できます。

CARESTREAM シールド仕様
● CARESTREAM シールド| スタンダード モデル Cat No.8623183

標準の額当てクッション、シールドホルダー、シールド2 枚入り
● CARESTREAM シールド| エクステ モデル Cat No.8623258

厚めの額当てクッション、シールドホルダー、シールド 2 枚入りこのモ
デルは歯科用ルーペ、大型のアイウェア、その他の PPE と同時に着用
が可能です。
● CARESTREAM シールド| 交換用シールド Cat No. 8623209

シールド 5 枚入り

シンプル＆実用的な衛生管理
この再利用可能なフェイスシールドは簡単に
着用でき、必要に応じて取り外して清掃でき
ます。分解、持ち運び、保管、消毒がとても簡
単です。

CARESTREAM シールド
エクステ モデル

CARESTREAM シールド
スタンダード モデル

CARESTREAM Shield is intended to protect the wearer’s Eyes, Nose, and Mouth from acutely-expelled aerosols of bodily �uids. This face 
shield is to be used as supplemental personal protection equipment in conjunction with a facemask, goggles, or other PPE. The product 
alone does not prevent the contraction of disease or infection. This product may be used in Medical or other environments where Face 
Shields are needed. This product includes the following materials that could come into contact with skin: Tritan MXF 121, Tritan MX 711, 
DOW LDPE 722, INEOS Polypropolene, Poron 4701, Adchem 256M-74, and Polyethylene Terephthalate (PET). The device was assessed for 
�ammability and is not considered to present a signi�cant �ammability hazard. The product has not been FDA cleared or approved. The 
product has been authorized by FDA under an EUA for use by healthcare providers as personal protective equipment. This product is only 
authorized for the duration of the declaration that circumstances justifying the authorization of emergency use under Section 564(b)(1) of 
the Act, 21 USC 360bbb-3(b)(1) unless the authorization is terminated or revoked sooner. CARESTREAM Shield is a multiple-use product 
which the user should properly clean as recommended in the instructions included with the product. Discard or replace as needed such as 
when visibility or product effectiveness has been compromised in any way.

© Carestream Health, Inc., 2020. CARESTREAM はCarestream Health の商標です. 8/20 Cat No. 1500_200_JA

キャップスナップ :
野球帽タイプの留め具

キャップスナップ、ホルダー、
シールドの 3 点を接着します

幅広なシールド 22.9ｘ40.6 センチ
• 顔の前面と側面を十分に覆います

シールドを固定するクリップ
（3 ヶ所）

額当てクッション
• 柔らかく快適に着用できます
• スタンダード : 額から 4.8 センチのスペース
• エクステ : 額から 6.4 センチのスペース

16 センチ
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