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1. Straumann® デンタル インプラント システム

1.1 概要

Straumann® デンタル インプラント システム

骨内部分の直径 ： Ø3.3mm

骨内部分の直径 ： Ø4.1mm

黄

赤

緑 骨内部分の直径 ： Ø4.8mm

カラーコード

Straumann® デンタル インプラント システムにはティッシュレベル 
インプラントとボーンレベル インプラントがあります。1つのサージカル
カセットに収納可能なインスツルメントは、すべてのインプラントに対応

しており、同様の術式により埋入することができます。

Straumann® のインプラントに関しては多くの研究が行われています。

これらの研究に基づくBone Control Design™ は、生物学的な

距離、研磨面・粗面インターフェイスの位置、生体力学的インプラント

Straumann® インプラントの骨内部分の直径には、Ø3.3mm、Ø4.1mm、Ø4.8mmの3種類があります。統一されたカラーコードが使用されて
おり、インスツルメントおよびインプラントの特定が容易です。

設計、インプラント サーフェイスの骨伝導性、そしてマイクロギャップ
コントロールという、インプラント歯学における5つの生物学的要素で
構成されています。

Straumann® デンタル インプラント システムは、Bone Control 
Design™ により歯槽骨頂の維持およびインプラントの長期的な機能

と審美を実現します。

コネクションの種類

RN ： レギュラーネック Ø4.8mm

WN ： ワイドネック Ø6.5mm

NC ： ナローCrossFit® Ø3.3mm

RC ： レギュラーCrossFit® Ø4.1mmおよびØ4.8mm

Ø4.8mm

Ø6.5mm

Ø3.3mm

Ø4.1mm Ø4.8mm

S SP BL BLT

ティッシュレベルインプラント ボーンレベルインプラント

Straumann®

スタンダード
インプラント（S）

Straumann®

スタンダードプラス
インプラント（SP）

Straumann®

ボーンレベル
インプラント（BL）

Straumann®

BLT
インプラント
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1.2 表面性状

Straumann® インプラントは、生体適合性のあるグレード4の純チタンまたはチタン・ジルコニウム合金のRoxolid® でできています。すべてのイン

プラントには、SLA® またはSLActive® サーフェイス処理が施されています。

1.2.1 Straumann® SLA®

SLA® サーフェイスには、チタン表面のマクロラフネスを形成するサンドブラスト・ラージグリッド

とミクロラフネスをもたらす酸エッチング加工が施されています。

1.2.2 Straumann® SLActive® 

Straumann® SLActive® は、親水性のサーフェイスにより、迅速なオッセオインテグレーション

の獲得を実現します。

親水性

Straumann® SLActive® では、疎水性のサーフェイスと比較し骨とインプラントの接触率（骨接

触率：BIC）が高まり、治癒の初期段階における骨添加が多くなります。

活性化

Straumann® SLActive® では、より早期に骨形成プロセスが開始され、高いインプラントの安定性

を得ることが可能です。

1.3 材質

Straumann® インプラントの材質は、グレード4の純チタンまたは、チタン・ジルコニウム合金
のRoxolid® です。

1.3.1 純チタン
Straumann® チタンSLA® インプラントはグレード4の純チタンでできています。冷間加工
されたチタンは機械的強度が高く、長期的に高い生体適合性を備えています。SLA® 処理された

ラフサーフェイスは、オッセオインテグレーションの促進を可能にします。

1.3.2 Roxolid®

Straumann® Roxolid® インプラントはチタン・ジルコニウム合金のRoxolid® でできています。

Roxolid® は冷間加工された純チタンよりも機械的強度が高く、インプラント体にアバットメン

トを装着した強度試験においても24％強い結果が出ています。また、SLA® または SLActive® 

処理されたラフサーフェイスは、オッセオインテグレーションの促進を可能にします。
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2.1 適応 2.2 禁忌

Straumann® デンタル インプラント システムは、上顎および下顎の
無歯顎や複数歯欠損の、機能および審美の回復が必要な症例に適して

います（以下に述べる特定の適応および制限がある場合を除きます）。

Straumann® デンタル インプラント システムは、抜歯後の即時、早期
のインプラント埋入にも使用できます。また、Straumann® デンタル 
インプラント システムは、1本の歯のスペースでも無歯あるいは部分的
に欠損歯のある顎でも、適応の範囲において使用できます。補綴修復

には、単冠クラウン、ブリッジ、および部分あるいは総義歯を用いること

ができ、これらは対応するアバットメントによってインプラントに連結

されます。5ページ以降には、適応および特徴、必要な骨量、およびイン
プラント間のスペースと隣接歯からの距離に関する詳細が、インプラント

タイプ別に記載されています。

2.1.1 Ø3.3mmインプラントを使用する際の注意
臼歯部への埋入は推奨されません。

基本的に、可能な限り直径の大きいインプラントの使用が推奨されます。

詳しい制限については、5ページ以降を参照ください。

2.1.2 長さ6mmのインプラントを使用する際の注意
骨への接触面積が小さいため、下記の場合に使用してください。
■ より長いインプラントと組み合わせ、インプラント修復のサポートイン
プラントとして使用してください。

■ 萎縮の著しい下顎骨におけるインプラント支持のバーによる修復の
ためのサポートインプラントとして使用してください。

・ 管理不能な重度の全身性疾患を有する患者
・ 代謝性骨疾患を有する患者
・ 管理不能な出血性疾患を有する患者
・ 創傷治癒機能が不全な患者
・ 口腔衛生状態が悪い患者
・ 骨の成長過程が終了していない患者
・ 非協力的、動機付けの弱い患者
・ 薬物やアルコールの乱用患者
・ 精神疾患を有する患者
・ 長期的な治療抵抗性の機能障害を有する患者
・ 口腔乾燥症を有する患者
・ 免疫不全疾患および免疫力低下が認められる患者
・ ステロイドの定期的服用が必要な疾患を有する患者
・ チタンアレルギーを有する患者
・ 管理不能な内分泌疾患を有する患者
・ 本品の配合成分および類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者
・ 骨量が十分でなく、骨再建術による骨造成を実施できない患者、また
　 は骨再建術による骨増生は可能であるが完了していない患者
・ 残存歯根の除去が完了していない患者

2.2.1 原則禁忌
・ 放射線治療歴のある患者
・ 糖尿病患者
・ 薬剤誘発性の凝固不全または出血性疾患を有する患者
・ 解剖学的に不適切な顎骨を有する患者
・ 口腔悪習癖、ブラキシズムなどのパラファンクションを有する患者
・ タバコの乱用患者
・ 口腔衛生が十分でない、または歯周病の治療がされていない患者
・ 顎関節疾患を有する患者
・ 口腔内粘膜の異常を有する患者
・ 妊娠している患者

2. 適応と禁忌
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スタンダード インプラント&スタンダードプラス インプラント

最小
頬舌的
距離＊インプラント タイプ 適応および特徴

最小
近遠心的
距離＊＊

S Ø3.3mm RN 

SP Ø3.3mm RN

S Ø4.1mm RN

SP Ø4.1mm RN

5.5mm 7mm

6mm 7mm■ 欠損部顎堤の頬舌的距離が6mm以上、隣接歯との近遠心的距離が
7mm以上であること

■ 欠損部顎堤の頬舌的距離が5.5ｍｍ以上、隣接歯との近遠心的距離が
7mm以上であること

■ φ3.3mmインプラントは臼歯部には使用しないこと
■ φ4.1mmインプラントと比較すると機械的強度が劣るため、以下に
従って使用すること
　①無歯顎の場合は、バー構造体でインプラントを2本使用
　②複数歯欠損の場合は、φ4.1mm以上のインプラントブリッジにして
　　使用

S = スタンダード SP = スタンダードプラス
RN = レギュラーネック Ø4.8mm WN = ワイドネック Ø6.5ｍｍ

■ 欠損部顎堤の頬舌的距離および隣接歯との近遠心的距離が7mm以上
であること

■ S4.8mmインプラントおよびSP4.8ｍｍインプラントは、特に欠損部
顎堤の頬舌的距離および隣接歯との近遠心的距離が広い場合に適する

■ 欠損部顎堤の頬舌的距離が7mm以上、隣接歯との近遠心的距離が
8.5mm以上であること

■ S4.8mmインプラントおよびSP4.8ｍｍインプラントは、特に欠損部
顎堤の頬舌的距離および隣接歯との近遠心的距離が広い場合に適する

■ WNプラットフォームのSインプラントおよびSPインプラントは、歯頸部
の径が大きい歯牙を修復するように設計されている

S Ø4.8mm RN

SP Ø4.8mm RN

S Ø4.8mm WN

SP Ø4.8mm WN

7mm 7mm

7mm 8.5mm

2.3 インプラントタイプ別の適応

  ＊ 最低限必要な頬舌的距離、0.5mmで端数切り捨て
＊＊ 最低限必要な近遠心的距離、単独歯の修復のために最低限必要な近遠心的距離、0.5mmで端数切り捨て
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ボーンレベル インプラント

インプラント タイプ 適応および特徴

BL Ø3.3mm NC

BL Ø4.1mm RC

BL Ø4.8mm RC

■ 欠損部顎堤の頬舌的距離と隣接歯との近遠心的距離が6mm以上
であること

■ 欠損部顎堤の頬舌的距離と隣接歯との近遠心的距離が7mm以上
であること

■ BL 4.8mmインプラントは、特に欠損部顎堤の頬舌的距離および
隣接歯との近遠心的距離が広い場合に適する

■ 欠損部顎堤の頬舌的距離と隣接歯との近遠心的距離が5.5mm以上
であること

■ 臼歯部への使用は推奨されない

最小
頬舌的
距離＊

最小
近遠心的
距離＊＊

5.5mm 5.5mm

6mm 6mm

7mm 7mm

BLTインプラント

インプラント タイプ 適応および特徴

BLT Ø3.3mm NC

BLT Ø4.1mm RC

BLT Ø4.8mm RC

■ 歯槽骨幅と近遠心幅が6mm以上の上顎・下顎の完全無歯顎および
 部分無歯顎に使用

■ 歯槽骨幅と近遠心幅が7mm以上の上顎・下顎の完全無歯顎および
 部分無歯顎へ使用
■ 特に隣在歯根間及び歯槽骨幅が広い場合に適する

■ 歯槽骨幅と近遠心幅が5.5ｍｍ以上の上顎・下顎の完全無歯顎および
 部分無歯顎に使用
■ 重要：臼歯部での使用は推奨されません。

最小
頬舌的
距離＊

最小
近遠心的
距離＊＊

5.5mm 5.5mm

6mm 6mm

7mm 7mm

BL = ボーンレベル
NC = ナローCrossFit® RC = レギュラーCrossFit®

  ＊ 最低限必要な頬舌的距離、0.5mmで端数切り捨て
＊＊ 最低限必要な近遠心的距離、単独歯の修復のために最低限必要な近遠心的距離、0.5mmで端数切り捨て
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3.1 インプラントポジション

インプラントの直径、タイプ、ポジション、本数は、それぞれの解剖学的

および空間的状況を考慮して個別に選択してください。本章で示す

サイズは最小値のガイドラインと考えてください。良好な口腔衛生を

確保できる修復を実現するためには、最小距離を遵守することが重要

です。

最終的な硬組織・軟組織の反応は、インプラントと修復物の位置関係

により影響を受けるため、インプラントとアバットメントの連結の位置は

重要です。インプラントポジションは以下の距離によって決まります。
■ 近遠心的ポジション
■ 頬舌的ポジション
■ 垂直的ポジション

3. 治療計画

インプラント治療には慎重な治療計画が何よりも重要です。どのよう

な症例にも包括的な術前診断と治療計画が必要です。これらにより、

インプラント埋入手術だけでなく上部構造の設計に必要な情報も得る

ことができます。患者、歯科医師、歯科技工士の密接なコミュニケー

ションがケースプランニングの基礎になります。

3次元的な位置や軸の方向性、インプラントタイプの選択について困難
なケースの場合には以下のステップが推奨されます。
■ スタディモデル上で診断用ワックスアップを作成
■ 上部構造のタイプの決定

診断用ワックスアップは、後の段階でカスタムメイドのX線テンプレート
やドリルテンプレートの製作ベースとして使用でき、テンポラリー修復

のベースとしても使用できます。

　   注）
インプラントアバットメントは、原則として常に軸方向に荷重がかかる

ようにしてください。インプラント軸の延長線上に対合歯の咬頭が

一致するのが理想的です。極端な咬頭形成は非生理学的な荷重の原因

となるため、避けてください。

3.1.1 coDiagnostiX®（ストローマンガイド・ソフトウェア）
coDiagnostiX®（ストローマンガイド・ソフトウェア）を使用した

シミュレーションソフトによるプランニング方法もあります。外科的、

補綴的にも適切な位置へのインプラント埋入を実現します。ソフト

ウェアで使用するのはCTなど患者の医療画像データで、これらは
coDiagnostiX® によって処理されます。プランニングには、様々な画像

表示のための処理や画像データ、インプラント埋入、アバットメント、

スリーブの分析が含まれます。

coDiagnostiX® ソフトウェアは、インプラント歯科学の知識を持った

専門家用に設計されています。詳細については、『ストローマンガイド

（coDiagnostiX®）9』または『取扱説明書（JP 019.0396）』を参照
してください。
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S/SPインプラント BL/BLTインプラント

S/SPインプラント BL/BLTインプラント

≥1.5mm ≥1.5mm

≥3mm ≥3mm

3.1.2  近遠心的ポジション
近遠心的な骨の質・量は、インプラントのタイプおよび直径、また、複数のインプラントを使用するケースでのインプラント間の距離を決める重要な

要素です。近遠心的距離は、インプラントで一番太い径になるショルダー部分を基準に測ります。本章で示す距離はすべて0.5mm端数切り捨て
となっています。以下が基本的なルールとなります。

ルール1 
骨レベルでの隣接歯間の距離：

インプラントショルダーから隣接歯までの近遠心的距離は骨レベルで最低1.5mm必要です。

ルール2 
隣接するインプラント間の骨レベルでの距離：

隣接する2本のインプラントには、インプラントショルダー間の近遠心的距離は最低3mm必要です。

9



骨レベルでの隣接歯間の距離

歯間空隙0.5mm 0.5mm3.1.2.1 単独歯欠損の場合
単独歯欠損の修復の場合、インプラントは歯間空隙（欠損部位を挟んだ隣接歯間の距離）の中心

に埋入します。ルール1の適用について以下に一例を示します。

Straumann® スタンダード、スタンダードプラスインプラント
Straumann® ソフトティッシュレベル インプラントでは、近遠心的距離を考慮しショルダー径
（RN、WN）の選択をします。ルール1に従うためには、以下の値を参考にしてください。

骨レベルでの隣接歯間の距離は、歯間空隙より約1mm（2×0.5mm）広くなります。従って、
ルール1を適用すると歯間空隙は、インプラントショルダーより最低2mm広い必要があります。

S/SPインプラント

BL/BLTインプラント

ショルダー径

D（mm）

ルール

歯間空隙（最小値）

a（mm）

骨レベルでの
隣接歯間の距離（最小値）

b（mm）

インプラント径

D（mm）

ルール

歯間空隙（最小値）

a（mm）

骨レベルでの
隣接歯間の距離（最小値）

b（mm）

D + 3mm＊D + 2mm 

Ø4.8（RN）

Ø6.5（WN） 8.5 9.5

7 8
b

a

D

b

a

D

≥1.5mm ≥1.5mm

≥1.5mm ≥1.5mm

＊ ルール1がインプラントの両側（近遠心）に適用されます。

BL/BLT Ø3.3

D + 2mm D + 3mm＊

6.5

7

8

5.5

6

7

BL/BLT Ø4.1

BL/BLT Ø4.8

Straumann® ボーンレベル、BLTインプラント
ボーンレベル インプラントでは、骨レベルでの隣接歯間の距離がインプラントの径を決定します。

＊ ルール1はインプラントの両側（近遠心）に適用されます。
患者口腔内または模型上で診断用ゲージ（14ページ参照）を使用することで、インプラントショルダー径や上部構造の選択に必要な3次元的な状況の情報が得られ
ます。
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BL/BLTインプラント

a（mm） b（mm） c（mm） L（mm）
S/SPインプラント ショルダー径

D1（mm）
ショルダー径

D2（mm）
最小値

a（mm） b（mm） c（mm） L（mm）
最小値インプラント径

D1（mm）
インプラント径

D2（mm）

L

D1 D2

≥3mm

b

≥1.5mm ≥1.5mm

Ø4.8（RN） Ø4.8（RN）

Ø4.8（RN） Ø6.5（WN）

Ø6.5（WN） Ø6.5（WN）

L

b

D1 D2

a c

a c

≥1.5mm ≥3mm ≥1.5mm

BL/BLT Ø3.3

BL/BLT Ø3.3

BL/BLT Ø3.3

BL/BLT Ø4.1

BL/BLT Ø4.1

BL/BLT Ø4.8

BL/BLT Ø3.3

BL/BLT Ø4.1

BL/BLT Ø4.8

BL/BLT Ø4.1

BL/BLT Ø4.8

BL/BLT Ø4.8

3

3

3

3.5

3.5

4

6.5

7

7

7

7.5

7.5

3

3.5

4

3.5

4

4

12.5

13.5

14

14

15

15.5

4

4

5

8

8.5

9.5

4

5

5

16

17.5

19.5

Straumann® ボーンレベル、BLTインプラント

3.1.2.2 複数歯欠損の場合
複数歯欠損の場合のルール1および2の適用について以下に一例を示します。隣接歯からインプラントの中心までの骨レベルでの距離、および各
インプラントの中心から中心までの距離を測ります。インプラントネック部分の効果的な口腔衛生を確保するためには、2本の隣接するイン
プラントショルダー間には最低でも3mmの距離があることが重要です（ルール2）。

Straumann® スタンダード、スタンダードプラス、テーパードエフェクト インプラント
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≥1mm インプラント体周囲の骨の厚みは1mm以上必要 ≥1mm

3.1.3 頬舌的ポジション
硬組織や軟組織の安定を得るため、インプラント周囲の骨は、頬側と

舌側で1mm以上の厚さが必要です。各インプラントタイプの頬舌的
距離については5～7ページの適応に関する表を参照ください。スク
リュー固定による修復を行うためには、制限内で頬舌的インプラント

ポジションおよび軸の選択をする必要があります。

　　  重要）
骨壁が1mm以下、もしくは骨壁が片側あるいは両側で欠損している
場合は、骨増生が必要になります。骨増生術には充分な経験と知識が

必要です。

スクリュー固定による修復で
アクセスホールが切端より
後方に位置するように頬舌的
インプラントポジションおよ
び軸を選択
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3.1.4 垂直的ポジション
Straumann® デンタル インプラント システムは、個々の解剖学的構造、埋入部位、修復方法や好みに合わせて垂直的なインプラントポジション
を柔軟に行うことが可能です。前歯部では、審美的理由からインプラントの垂直的位置を深くする必要があり、スタンダードプラス、あるいは

ボーンレベル インプラントの使用が推奨されます。これらインプラントの垂直的なインプラントポジションを以下に示します。

Straumann® スタンダード インプラント
スタンダード インプラントのネックの機械研磨部分は2.8mmで、粗造面（SLA® 加工部分上端）まで埋入します。

Straumann® スタンダードプラス インプラント
スタンダードプラス インプラントのネックの機械研磨部分は1.8mmで、粗造面（SLA® 加工部分上端）まで埋入します。必要であれば、少し深めに

埋入することもできます。審美領域においては、インプラントショルダーは隣接歯のCEJよりも1mm根尖側、あるいは歯肉マージンの2mm歯肉
縁下（下記参照）に位置させます。

　　  注）
スタンダードプラス インプラントを粗造面（SLA® 加工部分上端）よりも深く埋入する場合、ドリル深度もそれに応じて深くする必要があります。

Straumann® ボーンレベル&BLTインプラント
ボ―ンレベルおよびBLTインプラントは45°の傾斜になっているエッジ（シャンファー）の外側縁を骨レベルに合わせます。
審美的領域においては、インプラントショルダーは歯肉マージンの3-4mm歯肉縁下に位置させます。
スキャロップ状の骨形態の場合は、インプラント外側の縁の近遠心的ポイントを骨レベルに位置させます。舌側/口蓋側はインプラントより少し上
になり、頬側壁はインプラントの縁より下になります。　

S SP BL BLT

ティッシュレベルインプラント ボーンレベルインプラント

Straumann®

スタンダード
インプラント（S）

Straumann®

スタンダードプラス
インプラント（SP）

Straumann®

ボーンレベル
インプラント（BL）

Straumann®

BLT
インプラント

Straumann® デンタル インプラント システム

2.8mm 1.8mm
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3.2 プランニングツール

3.2.1  近遠心的および頬舌的スペースの条件

3.2.1.1 診断用ゲージ
患者口腔内または模型上で診断用ゲージをスタンダード、スタンダードプラス インプラントに
使用することで、インプラントショルダー径や上部構造の選択に必要な3次元的状況のヒントが
得られます。インスツルメントに表示されている図などの表記は、どの部分が何を測定する際に

使われるのかを示しています。ドリルテンプレートなど、他のプランニングツールとの併用も有効

です。

X ＝ 最小咬合スペース 
　 　（最小限必要な補綴物の高さ）
Y ＝ 隣接歯間の距離（歯間空隙）
Z＝ 隣接歯に対するインプラントの中心からの距離
　 　（歯間空隙の1/2）

インプラントショルダー ： 
RN  ＝ レギュラーネック（Ø4.8mm）
WN ＝ ワイドネック（Ø6.5mm）

コントラヘッドのアクセスに必要となる開口量を
示す垂直方向の最小スペース

単独歯欠損部位のインプラントショルダー径を決定 インプラントの軸と隣接歯間の最低距離を決定

　　 注）
ボーンレベル インプラントの診断用ゲージは
ありません。

Ø1.4mmラウンドバーディスタンス インジケーターの使用例

3.2.1.2 ディスタンス インジケーター
ディスタンス インジケーターには以下の2種類があります。
■ S/SPディスタンス インジケーター（製品番号046.148）
■ BLディスタンス インジケーター（製品番号026.0901）
ディスタンス インジケーターの先端ディスク部分は、インプラントのショルダー径に対応しています。このインスツルメントは、利用可能なスペース
を治療前に確認する場合に使用でき、手術中にインプラント位置をマークするために使用することもできます。

インプラント埋入予定部位でディスクを正確にポジショニングし、

Ø1.4mmのラウンドバー（製品番号044.022）でディスクの開口部
からドリリングすることで、インプラント床の中心をマークします。
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影響要因

  

 

 

 

2. インプラント床の最終形成

1. インプラント床の基本形成

骨の平坦化

ドリリング

（パイロットおよびツイストドリル）
インプラントの骨内部分の直径

タッピング

ドリリング（プロファイルドリル）

インプラントタイプおよび骨のクラス

4.1 インプラント床形成

1つのサージカルキットですべてのStraumann® デンタル インプラント システムのインプラント
床を形成することができます。主なステップは2つです。

手術の開始に際しては下記の内容に注意してください。
■ すべてのインスツルメントに不備がなく、正常に機能するかどうかを確認する。適切な本数の
インプラントと滅菌済みのインスツルメントの予備を用意すること。

■ 同じ切削用インスツルメントは10回を越えて使用しないこと。
■ 冷却した（5°C）生理食塩水を使い、注水下でドリリングを行うこと。
■ 指定のドリルの回転数を超えないこと（16～18ページの図と表を参照）。
■ 切削用インスツルメントは直径の小さいものから大きいものへと順々に使用すること。
■ 強い力はかけず、間欠的なドリリングを行うこと。

4. 手術手順

インプラント床の基本形成
骨の平坦化とドリリングを要します。ツイスト

ドリルは、インプラントのタイプや骨のクラス

ではなくインプラントの骨内部分の直径に合わ

せて選択します。

インプラント床の最終形成
プロファイルドリルとタップは、インプラントの

タイプ（S/SP/BL）および骨のクラスに合わせて
選択します。

ステップ
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4.2 ドリリングステップ
Straumann® TL インプラント
スタンダード（S）　　スタンダードプラス（SP）　　ボーンレベル（BL）

Straumann® BLインプラント

大きめのラウンドバーを使用し、必要に応じて
歯槽骨を平坦にします。

Ø2.2ｍｍのパイロットドリルで所定の長さまでドリリング
を行い、アライメントピンを挿入し、深度を確認します。

Ø2.8ｍｍのパイロットドリルで所定の長さまでドリリング
を行い、深度ゲージを挿入し、深度を確認します。
（■Ø3.3mmのインプラント体の埋入の場合ステップ6へ）

Ø3.5ｍｍのツイストドリルで所定の長さまでドリリングを
行い、深度ゲージを挿入し、深度を確認します。
（■Ø4.1mmのインプラント体の埋入の場合ステップ6へ）

Ø4.2ｍｍのツイストドリルで所定の長さまでドリリング
を行い、深度ゲージを挿入し、深度を確認します。

種類と径に応じたプロファイルドリルを使用して、インプ
ラントネック部を形成します。

種類と径に応じたタップを使用して、インプ
ラント床をタッピングします（ハンドピース
用はコントラアングルハンドピースに装着、ラ
チェット用はラチェットに接続しタッピング
を行います）。

形成後は必ず、反
時計回りにて取り
出します。

Ø1.4mmラウンドバーを使用し、埋入
位置にマーキングします。

必要に応じてさらに大きいラウンド
バーを使用し、マーキングを拡大します。

ステップ１.
■■■ラウンドバー Ø1.4mm/2.3mm/3.1mm Max：800rpm

■■■すべてに共通　■Ø3.3mm　■Ø4.1mm　■Ø4.8mm

ステップ2.
■■■パイロットドリル Ø2.2mm Max：800rpm

ステップ3.
■■■パイロットドリル Ø2.8mm Max：600rpm

ステップ4.
■■ツイストドリルPRO Ø3.5mm Max：500rpm

ステップ5.
■ツイストドリルPRO Ø4.2mm Max：400rpm

ステップ6.
■■■プロファイルドリル
Ø3.3/Ø4.1/Ø4.8mm用 Max：400rpm

ステップ7.
■■■タップ/アダプタータップ
Ø3.3/Ø4.1/Ø4.8mm用 Max：15rpm

インプラント体の埋入手順 P19へ→
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Straumann® BLT インプラント

大きめのラウンドバーを使用し、必要に応じて
歯槽骨を平坦にします。

Ø2.2ｍｍのパイロットドリルで所定の長さまでドリリングを
行い、アライメントピンを挿入し、深度を確認します。

Ø2.8ｍｍのBLTドリルで所定の長さまでドリリングを行い、
深度ゲージを挿入し、深度を確認します。
（■Ø3.3ｍｍのインプラント体の埋入の場合はステップ6へ）

Ø3.5ｍｍのBLTドリルで所定の長さまでドリリングを行い、
深度ゲージを挿入し、深度を確認します。
（■Ø4.1ｍｍのインプラント体の埋入の場合はステップ6へ）

径に応じたBLTプロファイルドリルを使用して、インプラント
ネック部の形成します。

径に応じたBLTアダプタータップを使用して、イン
プラント床をタッピングします（各アダプターを使用
して、ハンドピースまたはラチェットに接続しタッ
ピングを行います）。

形成後は必ず、反時
計回りにて取り出し
ます。

Ø4.2ｍｍのBLTドリルで所定の長さまでドリリングを行い、
深度ゲージを挿入し、深度を確認します。

Ø1.4mmラウンドバーを使用し、埋入
位置にマーキングします。

必要に応じてさらに大きいラウンドバー
を使用し、マーキングを拡大します。

ステップ１.
■■■ラウンドバー Ø1.4mm/2.3mm/3.1mm Max：800rpm

ステップ2.
■■■パイロットドリル Ø2.2mm Max：800rpm

ステップ3.
■■■パイロットドリル Ø2.8mm Max：600rpm

ステップ4.
■■BLTドリル Ø3.5mm Max：500rpm

ステップ5.
■BLTドリル Ø4.2mm Max：300rpm

ステップ6.
■■■BLTプロファイルドリル
3.3mm/4.1mm/4.8mm用 Max：300rpm

ステップ7.
■■■BLTアダプタータップ
3.3mm/4.1mm/4.8mm用 Max：15rpm

■■■すべてに共通　■Ø3.3mm　■Ø4.1mm　■Ø4.8mm

インプラント体の埋入手順 P19へ→

＊ BLTインプラントには骨質に応じて異なるドリリングプロトコルが適応できます。
 詳細は『ベーシックインフォメーション SURGICAL PROCEDURES
 Straumann® BLT Implant』をご参照下さい。
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インプラント床の最終形成には、プロファイルドリリングとタッピングを行います。インプラントのタイプ、骨内部分の直径、および骨密度によって

インスツルメントを選択します。

4.3.1 プロファイルドリルを使ったドリリング
プロファイルドリルを使いインプラントタイプに対応したインプラント床を形成します。
■ スタンダードプラス、ボーンレベル 、BLTインプラントは、適切なプロファイルドリルを使用しドリリングを行う必要があります。
■ スタンダード インプラントはプロファイルドリルによるドリリングは必要ありません。

プロファイルドリルには、SP、BLまたはBLTの表示がされています。最初に表示されている直径は、ガイドシリンダーの直径およびドリリング前
のインプラント床の直径に対応しています。プロファイルドリルには、短いタイプと長いタイプがあります。

最大回転数400rpm 最大回転数300rpm

SPプロファイルドリル BLプロファイルドリル

インプラントショルダー
までの埋入深度

SLA® マージンレベル
での埋入深度

 

　　 注） 　　 重要）

最大回転数300rpm

BLTプロファイルドリル

BLTプロファイルドリルを
ショルダーレベルまで挿入
します。

インプラントの埋入深度に沿っ
てSPプロファイルドリルを挿入
します。

B Lプロファイル
ドリルを、インプ
ラントショルダー
レベルまで挿入
します。

ガイドシリンダー
前面にくぼみがあ
り、TEプロファイル
ドリルと見分ける
ことができます。

ネック部分に広がりがないため、スタンダードプラスインプラント 
Ø4.8mmRNはプロファイルドリルによるドリリングは必要ありません。

プロファイルドリルは対応するインプラントタイプにのみ使用してくだ

さい。

4.3 インプラント床の最終形成

　　　Loxim™トランスファーパーツ
審美領域においては、インプラントショルダーは歯肉マージンの約3～
4mm歯肉縁下になるように位置付けるのが理想的です。
BLまたはBLTインプラントのLoxim™トランスファーパーツのガイド

ホールは、インプラントのショルダーまでの距離を1mm単位で示します。

Loxim™ が装着されたインプラント＊

■ チタン SLA®（BLTのみ）
■ Roxolid®  SLActive®（TL・BL・BLT）
その他は通常のトランスファーピースです。

＊ 2016.09現在

0mm（骨レベル）
1mm
2mm
3mm
4mm
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4.4 Loxim™が装着されたインプラント体の埋入

パッケージを開けます。
（不潔域）

アンプルを開けます。
（清潔域）

内部アンプルを取り出します。
（清潔域）

ステップ1
インプラント挿入アダプターに

接続します。

ステップ1
インプラント挿入アダプターに

接続します。

ステップ2
わずかに回転させながらインプ

ラント体を取り出します。

ステップ4
ガイドホールを頬側に向けます。

ステップ3
インプラント埋入（15rpm以下）。

ステップ2
わずかに回転させながらインプ

ラント体を取り出します。

ステップ3
インプラント埋入（15rpm以下）。

ステップ5
垂直方向に引き抜きます。

ステップ5
垂直方向に引き抜きます。

ステップ4
ガイドホールを頬側に向けます。

1 2 3

ラチェットを使用した埋入手順 ハンドピースによる埋入手順
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5.1 インスツルメントの深度目盛り

Straumann® のインスツルメントには、インプラントの長さに対応して2mm毎に深度を示すマーカーが付いています。ドリルの黒い帯は
10mmから12mmまであり、マーカーの下端は10mmを、上端は12mmを示しています。

　　注）
ドリルの機能と構造から、ドリルの先端はインプラント埋入深度よりも最大で0.4mm長くなっています。

5.2 インスツルメントの洗浄と手入れ

全てのインスツルメントは慎重に取り扱ってください。水の入った容器にドリルを投げ入れるような扱い方をすると、ドリルの尖端部が損傷し切削

性能が損なわれます。ドリルやタップなどの切削用インスツルメントは、適切な取り扱い、手入れを行うことで高い品質・機能が保持され、再利用

が可能になります（最大10回まで使用できます）。

インプラント手術には、高い切削性能を持つインスツルメントが不可欠です。以下の内容を遵守してください。

■ 初回使用時も含め、滅菌前には洗浄剤を使用して必ず洗浄してください。 
■ それぞれのインスツルメントは、意図した目的にのみ使用してください。
■ 手術に使用したインスツルメントはただちに洗浄し、手術残渣（血液、分泌物、組織残渣等）が付着したまま放置して乾燥させないでください。 
■汚染物が乾いてこびりついてしまった場合は、丁寧に除去してください。ナイロンブラシのみが使用可能です。分解できるインスツルメント

（例：ラチェット）は分解し、内腔もきれいに洗浄してください。 
■ 材質の異なるインスツルメントの洗浄（超音波洗浄を含む）、消毒、滅菌時には、接触腐食等に十分に留意してください。 
■ 材質に適した洗浄剤、消毒剤を使用し、メーカー指示に従ってください。 
■ 洗浄剤、消毒剤は水で洗い流してください。 
■ 洗浄後のインスツルメントは速やかに乾燥させ、水分が付着したままの状態で放置、保管しないでください。 

詳しい説明は、『Care and maintenance 外科および補綴インスツルメント』を参照ください。

　　重要）

TL用のアライメントピンと深度ゲージはBLTインプラントに使用しないでください。
誤った深度を示します。

5. インスツルメント

0.4 mm

10 mm

リリースエイドの使用

Loxim™ が破折した場合の対処方法

Loxim™ はインプラント内部構造

の保護のために破折ポイントが

80Nｃｍに設定されています。

Loxim™ が破折した場合、ピン

セット等を使用し、アダプター

から破折片を取り出します。

　　注）
Loxim™ の破片等の落下および

誤飲等に十分注意してください。

リリースエイドを使用してインプ

ラント体のショルダー部分をおさ

えてLoxim™ を取り外します。

インプラント体に残っている

Loxim™ にアダプターを装着し、

逆回転してインプラント体を除去

します。

リリースエイドR/W用  026.4558

リリースエイドN用  026.2558
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5.1 インスツルメントの深度目盛り

Straumann® のインスツルメントには、インプラントの長さに対応して2mm毎に深度を示すマーカーが付いています。ドリルの黒い帯は
10mmから12mmまであり、マーカーの下端は10mmを、上端は12mmを示しています。

　　注）
ドリルの機能と構造から、ドリルの先端はインプラント埋入深度よりも最大で0.4mm長くなっています。

5.2 インスツルメントの洗浄と手入れ

全てのインスツルメントは慎重に取り扱ってください。水の入った容器にドリルを投げ入れるような扱い方をすると、ドリルの尖端部が損傷し切削

性能が損なわれます。ドリルやタップなどの切削用インスツルメントは、適切な取り扱い、手入れを行うことで高い品質・機能が保持され、再利用

が可能になります（最大10回まで使用できます）。

インプラント手術には、高い切削性能を持つインスツルメントが不可欠です。以下の内容を遵守してください。

■ 初回使用時も含め、滅菌前には洗浄剤を使用して必ず洗浄してください。 
■ それぞれのインスツルメントは、意図した目的にのみ使用してください。
■ 手術に使用したインスツルメントはただちに洗浄し、手術残渣（血液、分泌物、組織残渣等）が付着したまま放置して乾燥させないでください。 
■汚染物が乾いてこびりついてしまった場合は、丁寧に除去してください。ナイロンブラシのみが使用可能です。分解できるインスツルメント

（例：ラチェット）は分解し、内腔もきれいに洗浄してください。 
■ 材質の異なるインスツルメントの洗浄（超音波洗浄を含む）、消毒、滅菌時には、接触腐食等に十分に留意してください。 
■ 材質に適した洗浄剤、消毒剤を使用し、メーカー指示に従ってください。 
■ 洗浄剤、消毒剤は水で洗い流してください。 
■ 洗浄後のインスツルメントは速やかに乾燥させ、水分が付着したままの状態で放置、保管しないでください。 

詳しい説明は、『Care and maintenance 外科および補綴インスツルメント』を参照ください。

　　重要）

TL用のアライメントピンと深度ゲージはBLTインプラントに使用しないでください。
誤った深度を示します。

5. インスツルメント

0.4 mm

10 mm

リリースエイドの使用

Loxim™ が破折した場合の対処方法

Loxim™ はインプラント内部構造

の保護のために破折ポイントが

80Nｃｍに設定されています。

Loxim™ が破折した場合、ピン

セット等を使用し、アダプター

から破折片を取り出します。

　　注）
Loxim™ の破片等の落下および

誤飲等に十分注意してください。

リリースエイドを使用してインプ

ラント体のショルダー部分をおさ

えてLoxim™ を取り外します。

インプラント体に残っている

Loxim™ にアダプターを装着し、

逆回転してインプラント体を除去

します。

リリースエイドR/W用  026.4558

リリースエイドN用  026.2558
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026.0011 Ø4.8mm用BLT アダプタータップ

5.2.1 サージカルカセット配置図

サイズインスツルメント 製品番号

ラウンドバー

ラウンドバー

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9

アライメントピン

044.003 Ø2.3mm

044.004 Ø3.1mm

BLT パイロットドリル Ø2.2mm（短）026.0001

Ø2.2mm（長）026.0002BLT パイロットドリル

046.703

BLT ドリル Ø2.8mm（短）026.2200

Ø2.8mm（長）026.2201BLT ドリル

深度ゲージ 046.705 Ø2.8mm

Ø2.9mm用

Ø2.9mm用（長）

Ø2.9mm用（短）

BLT ドリル Ø3.5mm（短）026.4200

Ø3.5mm（長）026.4201BLT ドリル

深度ゲージ 046.706 Ø3.5mm

1

2

3

4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

9

29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

Ø2.2mm

サイズインスツルメント 製品番号

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

BLT ドリル Ø4.2mm（短）026.6200

Ø4.2mm（長）026.6201BLT ドリル

深度ゲージ

BLTアダプタータップ

BLTプロファイルドリル

BLTプロファイルドリル

046.707

026.0063

026.0062

026.0061

Ø4.2mm

36

40

ニードルドリル Ø1.6mm026.0056

BLT アダプタータップ 026.0009 Ø3.3mm用

BLT プロファイルドリル Ø3.3mm用（短）026.0003

Ø3.3mm用（長）026.0004BLT プロファイルドリル

026.0010 Ø4.1mm用BLT アダプタータップ

BLT プロファイルドリル

BLT プロファイルドリル

Ø4.1mm（短）026.0005

Ø4.1mm（長）026.0006

BLT プロファイルドリル

BLT プロファイルドリル

Ø4.8mm（短）026.0007

Ø4.8mm（長）026.0008

046.470 ハンドピース用（極短）インプラント挿入アダプター

046.471 ハンドピース用（短）インプラント挿入アダプター

046.472 ハンドピース用（長）インプラント挿入アダプター

046.460 ラチェット用（極短）インプラント挿入アダプター

046.461 ラチェット用（短）インプラント挿入アダプター

046.462 ラチェット用（長）インプラント挿入アダプター

SCSスクリュードライバー

SCSスクリュードライバー

SCSスクリュードライバー

ハンドピース用（短）

ハンドピース用（長）

046.411

046.412

046.410 ハンドピース用（極短）

38

39

40

SCSスクリュードライバー

SCSスクリュードライバー

SCSスクリュードライバー

SCポジションインジケーター、オーバル
Ø2.9mm用インプラント挿入アダプター
　　　　　　ハンドピース用(長）
Ø2.9mm用インプラント挿入アダプター
　　　　　　　ラチェット用(長）

046.400

046.401

046.402

その他

ラチェット用（極短）

ラチェット用（短）

ラチェット用（長）

37
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1

2

2
3

4

5

6

7

サイズインスツルメント 製品番号

1

2

3

4

5

6

7

ホールディングキー 046.064

ラチェット 046.119

サービスインスツルメント

トルクコントロールディバイス 046.049

診断用ゲージ 046.147

046.148

BL ディスタンスインジケーター 026.0901

S/SP/TE ディスタンスインジケーター

ラチェット
046.119に同梱

■ カセット下段

23



5.3 軟組織マネジメント

軟組織治癒 暫間修復 最終修復

埋入後のインプラントに、SCS封鎖スクリュー、ヒーリングキャップ、あるいはヒーリングアバットメントを装着し手で締め付けます（SCSスク
リュードライバーについては57ページを参照）。サブマージ治癒またはノンサブマージ治癒の選択ができ、軟組織マネジメントのためのオプション
があります。

審美性の実現は優れた軟組織マネジメントにより可能になります。最適な軟組織マネジメントのため、ボーンレベル インプラントの補綴コンポー
ネントには、ヒーリングアバットメント、テンポラリーアバットメント、最終修復用のアバットメントなど、Consistent Emergence Profiles™（一貫

したエマージェンス プロファイル）にもとづいた多様な製品がそろっています。

ティッシュレベルの埋入時は、フラップの上皮化していない面をインプラントネックに適合させます。必要であれば小さく歯肉切除を行ってください。

縫合はあまり強く結紮しすぎないようにしてください。封鎖スクリューまたはヒーリングキャップの片側に1本の糸で縫合を行い、フラップの辺縁
をテンションフリーで密着させるようにします。非吸収性縫合糸（ポリアミドまたはテフロンなど）の使用を推奨しています。7～10日後に抜糸してく
ださい。必要に応じて術後検査のためX線写真撮影を実施します。

サブマージ治癒
サブマージ治癒（粘膜骨膜フラップ下の治癒）

には、封鎖スクリュー、短いヒーリングキャッ

プ、あるいはヒーリングアバットメントの使用

を推奨します。サブマージ治癒は、審美性が

求められる適応症、インプラント埋入と同時

に骨誘導再生法（GBR）またはメンブレン法
を行う場合に適しています。インプラントに

補綴コンポーネントを装着するために二次手

術が必要になります。

ノンサブマージ治癒
Straumann® インプラントには、ノンサブ

マージ治癒期間の軟組織マネジメントを可能

にする多様なヒーリングキャップやヒーリング

アバットメントがあります。軟組織治癒期間の

後、ヒーリングキャップやヒーリングアバット

メントは適切な暫間修復物または最終修復物

に置き換えられます。

ノンサブマージ治癒‐即時修復
BLTインプラントは、適用の範囲内で、単独歯
欠損、複数歯欠損、あるいは無歯顎での即時

修復と早期修復に適しています。良好な初期

固定と適切な咬合荷重は不可欠です。即時修復

に対して、ボーンレベル補綴用ポートフォリオ

では幅広いテンポラリーまたは最終修復物を

取り揃えています。
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5.3.1 サブマージ治癒
サブマージ治癒（粘膜骨膜フラップ下の治癒）には、封鎖スクリュー、短いヒーリングキャップ、あるいはヒーリングアバットメントの使用を推奨し

ます。サブマージ治癒は、審美性が求められる適応症、インプラント埋入と同時に骨誘導再生法（GBR）またはメンブレン法を行う場合に適して
います。インプラントに補綴コンポーネントを装着するために二次手術が必要になります。

ステップ1 － 一次手術の後に封鎖スクリューを装着する
インプラントの内部に血液などが付着していないことを確認してください。

封鎖スクリューをSCSスクリュードライバーに取り付けます。フリクションフィットによって封鎖
スクリューはSCSスクリュードライバーに固定され、安全に取り扱うことができます。

封鎖スクリューを手締めしてください。

　　 注）
封鎖スクリューは、滅菌された状態で納品されます。

封鎖スクリューをインプラントに装着する前に滅菌ワセリンを塗布しておくと、後の取り外しが

容易になります。

ステップ2 － 創傷閉鎖
粘膜骨膜フラップを丁寧に合わせて縫合します。

インプラントの上の粘膜がしっかり閉鎖された状態であることを確認してください。

ステップ3 － 再切開および取り外し ： 二次手術
インプラントの位置を確認します。

封鎖スクリューの位置まで小さく歯槽頂切開をします。

フラップを少し広げて、SCSスクリュードライバーを使い、封鎖スクリューを取り外してください。

ステップ4 － 装着および創傷閉鎖
露出したインプラントのインターナルコネクションを生理食塩液でよく洗います。

適切な補綴コンポーネントを装着します。

軟組織を合わせ、補綴コンポーネント周辺に負荷がかからないようにしっかりと縫合します。

1

2

3

4
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5.3.2 ノンサブマージ治癒
Straumann® インプラントには、ノンサブマージ治癒期間の軟組織マネジメントを可能にする多様なヒーリングキャップやヒーリングアバット

メントがあります。軟組織治癒期間の後、ヒーリングキャップやヒーリングアバットメントは適切な暫間修復物または最終修復物に置き換えられ

ます。

ステップ1 － 装着
インプラントの内部に血液などが付着していないことを確認してください。

SCSスクリュードライバーを使い、ヒーリングキャップまたはヒーリングアバットメントを装着
します。フリクションフィットによってコンポーネントはSCSスクリュードライバーに固定され、
安全に取り扱うことができます。

ヒーリングキャップまたはヒーリングアバットメントを手で締めつけてください。

　　 注）
ヒーリングキャップ、アバットメントの一部製品は未滅菌の状態で納品されますので、使用前に

必ず滅菌してください。詳細は次頁以降の表をご参照下さい。

ヒーリングキャップ、ヒーリングアバットメントをインプラントに装着する前に滅菌ワセリンを

塗布しておくと、後の取り外しが容易になります。

ステップ2 － 創傷閉鎖
軟組織を合わせ、しっかりと縫合します。

1

2
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V4=4個入り

Straumann® スタンダード、スタンダードプラス、およびテーパードエフェクト インプラント用
封鎖スクリューとヒーリングキャップ

RN封鎖スクリュー

RNヒーリングキャップ1.5mm

WN封鎖スクリュー

RNヒーリングキャップ1.5mm

RNヒーリングキャップ2.0mm

RNヒーリングキャップ3.0mm

RNヒーリングキャップ4.5mm

WNヒーリングキャップ2.0mm

WNヒーリングキャップ3.0mm

WNヒーリングキャップ4.5mm

RNヒーリングキャップ ベベル付2.0mm

WNヒーリングキャップ ベベル付2.0mm

RNヒーリングキャップ ベベル付3.5mm

RN

RN

WN

RN

RN

RN

RN

WN

WN

WN

RN

RN

WN

048.371S
048.371SV4

048.373S
048.373SV4

048.373S
048.373SV4

048.375S

048.033S

048.034S

048.037S

048.038S

048.039S

048.053S

048.028S

048.029S

048.030S

特徴
ネック/
コネクション 製品名 製品番号

二回法/サブマージ治癒
■ サブマージ治癒が望ましい場合は、封鎖
スクリューまたは短いヒーリングキャップ

の使用を推奨します。

一回法/ノンサブマージ治癒
■ 高さのあるヒーリングキャップを使用する
ことにより、インプラントショルダーが

歯肉縁下にある場合でもノンサブマージ

治癒が可能です。

審美領域
■ 唇側にベベルが付与されているため、
ヒーリングキャップに周囲の軟組織を容易

に適合させることができます。軟組織の

壊死を防止するため、前庭側のフラップ

辺縁がテンションフリーであることを確認

してください。
■ 良好な歯肉カントゥアの獲得のため、
インプラント露出後にベベル付きのヒー

リングキャップを、ベベルのない長い

ヒーリングキャップ（軟組織の厚みと暫間

修復物の形状に応じて選択）に交換する

ことを推奨します。
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ネック/
コネクション

Straumann® ボーンレベルおよびBLTインプラント用
封鎖スクリューとヒーリングアバットメント

特徴 製品名 製品番号

NC 

NC 

NC 

RC

RC

RC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

024.2100S
024.2100S-04
024.2105S
024.2105S-04
024.2222S

024.4100S
024.4100S-04
024.4105S
024.4105S-04
024.4222S

024.2222S

024.2224S

024.2226S

024.2242S

024.2244S

024.2246S

024.0000S

024.0001S

024.0002S

024.0003S

024.0004S

024.0005S

NC封鎖スクリュー H 0.0mm（4個入り）

NC封鎖スクリュー H 0.5mm（4個入り）

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 3.6mm、H 2.0mm

RC封鎖スクリュー H 0.0mm（4個入り）

RC封鎖スクリュー H 0.5mm（4個入り）

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.5mm、H 2.0mm

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 3.6mm、H 2.0mm

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 3.6mm、H 3.5mm

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 3.6mm、H 5.0mm

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.8mm、H 2.0mm

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.8mm、H 3.5mm

NCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.8mm、H 5.0mm

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.5mm、H 2.0mm

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.5mm、H 4.0mm

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 4.5mm、H 6.0mm

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 6.0mm、H 2.0mm

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 6.0mm、H 4.0mm

RCコニカル ヒーリングアバットメント D 6.0mm、H 6.0mm

024.4222SRCコニカル ヒーリングアバットメント D 5.0mm、H 2.0mm

024.4224SRCコニカル ヒーリングアバットメント D 5.0mm、H 4.0mm

024.4226SRCコニカル ヒーリングアバットメント D 5.0mm、H 6.0mm

024.4242SRCコニカル ヒーリングアバットメント D 6.5mm、H 2.0mm

024.4244SRCコニカル ヒーリングアバットメント D 6.5mm、H 4.0mm

024.4246SRCコニカル ヒーリングアバットメント D 6.5mm、H 6.0mm

サブマージ治癒
■ サブマージ治癒には、封鎖

スクリューあるいは短い

ヒーリングキャップを使用

してください。インプラント

直上に骨の被覆が考えら

れる場合には、高さ0.5mm
の封鎖スクリューの使用

を推奨します。

ノンサブマージ治癒
■ 最終修復物に用いるアバッ

トメントにあわせて最適な

ヒーリングアバットメント

を選択することにより、シン

プルで確実な軟組織マネジ

メントが可能になります。

04=4個入り

RC

RC

RC

RC

RC

RC
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Straumann® ボーンレベルおよびBLTインプラント用
封鎖スクリューとヒーリングキャップ

特徴 製品名 製品番号

024.2234S

024.2236S

024.4234S

024.4236S

024.2270*

024.4270*

NC

NC

RC

RC

NC

RC

NCボトルシェイプ ヒーリングアバットメント
D 3.3mm、H 3.5mm

NCボトルシェイプ ヒーリングアバットメント
D 3.3mm、H 5.0mm

RCボトルシェイプ ヒーリングアバットメント
D 4.4mm、H 4.0mm

RCボトルシェイプ ヒーリングアバットメント
D 4.7mm、H 6.0mm

NCカスタマイズ ヒーリングアバットメント
D 5.0mm

RCカスタマイズ ヒーリングアバットメント
D 7.0mm

ネック/
コネクション

6. 治癒期間

6.1 治癒期間

■ 骨質レベルがクラスI～IIIであり、充分な骨量があること
■ Ø4.1または4.8mm、長さ8mm以上のSLA® /SLActive® のインプラント
を使用

■ クラスⅣの骨質の場合
■ Ø3.3mmインプラント
■ 長さ6mmのSLA® /SLActive® のインプラントを使用

■ SLA® /SLActive® の表面と骨とのコンタクトが不完全
■ GBR等の増生の必要性＊＊

最低3-4週

最低8週

通常

通常

状況による

＊＊増生術は十分にトレーニングおよび見識を得た歯科医師のみにお勧めします

状　　態 治癒期間

SLA®SLActive®

審美領域
■ ボトルシェイプ ヒーリングアバットメントを
使用すると、この形状に合った粘膜形態で

治癒します。最終的な修復物を装着すること

により、一部の粘膜が外側に押し出され、良好

な歯肉カントゥア獲得に役立ちます。軟組織

の壊死を防止するため、創部がテンション

フリーであることを確認してください。

■ ヒーリングアバットメントをカスタマイズする
ことにより、個別の軟組織マネジメントが可能

になります。

　　注）

カスタマイズ ヒーリングアバットメントは6か月
を超えて使用しないでください。

＊    未滅菌の状態で納品されますので、使用前に必ず滅菌してください。
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7.1 印象採得 オープントレー印象

048.010 048.124

025.4202 025.4101

SCSドライバーを使用して、印象キャップをインプラントショルダーに装着します。

カスタムメイドトレーのインプラン

ト体の埋入位置近辺にスクリュー

用の穴をあけておきます。

印象キャップをＳＣＳドライバーで

インプラント体に固定し、弾性印

象材を使用して印象採得を行い

ます。

印象材が硬化する前にスクリュー部分の余剰印象材を取り除きます。

印象材が硬化したらスクリューを緩めて印象トレーを取り外します。

スクリューとインプラントアナログを装着します。不適合を避けるため、

スクリューを締める前にアナログを印象ポストの溝に正確に合わせて

ください。

通法に従い、超硬石膏を印象に注ぎ、作業模型を製作します。エマー

ジェンスプロファイルが適切であることを確認するため、ガム模型材

（歯肉再現用模型材）を使用することをお勧めします。

［ 印象手順 ］

オープントレー印象 クローズトレー印象

オープントレー印象 クローズトレー印象

7. 印象採得手順

Ø4.8mm RN Ø6.5mm WN Ø4.8mm RN Ø6.5mm WN

Ø4.8mm RN Ø6.5mm WN

Ø3.3mm NC Ø4.1mm RC

製品番号：048.090
RN synOcta®印象キャップ
（ハンドル付）

製品番号：048.010
RN synOcta®印象キャップ
（スクリュー付）

製品番号：048.091
WN synOcta®

印象キャップ
（スクリュー付）

製品番号：048.095
WN synOcta®

ポジショニングシリン
ダー

製品番号：048.070V4
RN synOcta®

ポジショニングシリン
ダー

製品番号：048.017V4
RN 印象キャップ
（スナップオン）

製品番号：048.013
WN 印象キャップ
（スナップオン）

製品番号：048.124
RN synOcta
インプラントアナログ

製品番号：048.171
WN synOcta
インプラントアナログ

製品番号：025.2205
NC印象ポスト（長）
オープントレー用

製品番号：025.2202
NC印象ポスト（短）
オープントレー用

製品番号：025.0060
RC印象ポスト（短）
オープントレー
ノンエンゲージ用

製品番号：025.2201
NC印象ポスト
クローズトレー用

製品番号：025.4201
RC印象ポスト
クローズトレー用

製品番号：025.0061
RC印象ポスト（長）
オープントレー
ノンエンゲージ用

製品番号：025.2101
NCインプラントアナログ

製品番号：025.4101
RCインプラントアナログ

製品番号：025.0058
NC印象ポスト（長）
オープントレー
ノンエンゲージ用

製品番号：025.0057
NC印象ポスト（短）
オープントレー
ノンエンゲージ用

製品番号：025.4202
RC印象ポスト（短）
オープントレー用

製品番号：025.4205
RC印象ポスト（長）
オープントレー用

製品番号：048.870
WN 印象ポスト
クローズトレーIL用*

製品番号：048.862
RN 印象キャップ
クローズトレーIL用*

＊ IL=Implant Level
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7.1 印象採得 オープントレー印象

048.010 048.124

025.4202 025.4101

SCSドライバーを使用して、印象キャップをインプラントショルダーに装着します。

カスタムメイドトレーのインプラン

ト体の埋入位置近辺にスクリュー

用の穴をあけておきます。

印象キャップをＳＣＳドライバーで

インプラント体に固定し、弾性印

象材を使用して印象採得を行い

ます。

印象材が硬化する前にスクリュー部分の余剰印象材を取り除きます。

印象材が硬化したらスクリューを緩めて印象トレーを取り外します。

スクリューとインプラントアナログを装着します。不適合を避けるため、

スクリューを締める前にアナログを印象ポストの溝に正確に合わせて

ください。

通法に従い、超硬石膏を印象に注ぎ、作業模型を製作します。エマー

ジェンスプロファイルが適切であることを確認するため、ガム模型材

（歯肉再現用模型材）を使用することをお勧めします。

［ 印象手順 ］
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025.4201 025.4101 048.870048.862 048.171

7.2 印象採得 クローズトレー印象

ポジショニングシリンダーのオク

タゴン形状をインプラント内部の

オクタゴンに合わせ、浮きのない

よう印象キャップに押し込みます。

印象ポストをSCSドライバーを使用してインプラント体に接続/固定
したのち、ポジショニングキャップを装着します。ポジショニング

キャップの↕が頬舌方向に向くように装着してください。

弾性印象材を使用して印象採得

を行います。

印象ポストは口腔内に残り、ポジ

ショニングキャップが印象内に採

り込まれます。

口腔内から印象ポストを取り外

し、インプラントアナログと接続

します。

接続した印象ポストとインプラントアナログを印象内のポジショニングキャップに戻します。通法に従い、

超硬石膏を印象に注ぎ、作業模型を製作します。エマージェンスプロファイルが適切であることを確認するため、

ガム模型材（歯肉再現用模型材）を使用することをお勧めします。

弾性印象材を使用して印象採得

を行います。

インプラントアナログを印象内のポジショニングシリンダーに接続し、

超硬石膏を印象に注ぎ、作業模型を製作します。エマージェンスプロ

ファイルが適切であることを確認するため、ガム模型材（歯肉再現用模

型材）を使用することをお勧めします。

048.017V4 048.070V4 048.013 048.095048.124

048.124

「カチッと押し込む」

［ 印象手順 ］

［ 印象手順 ］

048.171

RN WN

RC RN WN
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7.3.1 ティッシュレベル ソリッドアバットメント （例：レギュラーネック使用時）

7.3 印象採得 クローズトレー印象 アバットメントレベル　

RNソリッドアバットメント挿入ジグ（WNの場合はSCSドライバー）
およびトルクコントロールディバイスを装着したラチェットを使用して

35Ncmにてソリッドアバットメントを締結します。

RNソリッドアバットメント
挿入ジグ
RNソリッドアバットメント
に使用

クサビ状部分のインジケータ

グルーブ

RNソリッドアバットメント

締め付けトルク＝35 Ncm

印象採得の手順 RN Ø4.8mmインプラント用 WN Ø6.5mmインプラント用

ステップ 3
印象を採得し、技工所に送ります。

RNソリッドアバットメント
048.540/541/542

WNソリッドアバットメント
048.545/546

RN印象キャップ
048.017V4

WN印象キャップ
048.013

RNポジショニングシリンダー
048.060V4/061V4/062V4

WNポジショニングシリンダー
048.065/066

ステップ 1
アバットメント上に印象キャップを置き、イン
プラントショルダーにはめ込みます。キャップ
を少し回転させて正しく取り付けられている
ことを確認してください。

ステップ 2
ポジショニングシリンダーを印象キャップに
押し込みます。ポジショニングシリンダー内
側のフラット面とソリッドアバットメントの
フラット面を合わせるよう注意してくださ
い。印象キャップから浮きのないよう確実に
押し込んでください。
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7.3.2 ボーンレベル セメンテーションアバットメント （例：レギュラークロスフィット使用時）

7.3.3 ボーンレベル SRA （例：レギュラークロスフィット使用時）

SCSスクリュードライバー、ラチェットおよびトルクコントロールデバイス
を使用してアバットメントをインプラント体に35Ncmのトルクで締結
します。

GHにより色分けされたインプラントアナログを印象
内の印象キャップに接続し、超硬石膏を印象に注ぎ、

作業模型を製作します。エマージェンスプロファイル

が適切であることを確認するため、ガム模型材（歯肉

再現用模型材）を使用することをお勧めします。

印象キャップをアバットメント上にカチッと音がするまで押し込みます。

弾性印象材を使用して印象採得を行います。

アバットメントレベルでの印象採得の際、口腔内のSRAは最終トルク
（35Ncm）にて締結した後に行ってください。

口腔内に装着されたSRAに
印象ポストを装着します

SRA用インプレッションポストにはエンゲージングタイプ（クラウン
用）およびノンエンゲージングタイプ（ブリッジ用）があります。

エンゲージングタイプ
（クラウン用）

ノンエンゲージングタイプ
（ブリッジ用）

個人トレー（穴あき）を使用

して印象を採得します。

印象内に取り込まれたイ印象ポストとSRA用インプラント
アナログを接続します。そして石膏を注ぎ、模型を製作します。

口腔内に装着されたSRAに
印象ポストを装着し、次に

ポジショニングキャップを

装着します。ポジショニング

キャップの↕が頬舌方向に

向くようにポストを装着して

ください。
印象を採得します。 印象内に取り込まれたポジショニングキャップに、あらか

じめ取り付けておいた印象ポスト（※）とSRA用インプラ
ントアナログを接続します。そして石膏を注ぎ、模型を製作

します。

※

7.3.3.1 オープントレー法（例：D4.6の場合）

7.3.3.2 クローズトレー法（例：D4.6の場合）

025.4321 025.4325 025.4220-04025.4203-04

025.4136

注）

SRA印象ポスト クローズトレー（ブリッジ
用）は、SCSスクリュードライバーを使用
せず手締めにて装着してください。
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1a 1bステップ1a － 挿入
■ ラチェット本体をトルクコントロールディバイスの中にはめ込みます。
（ラチェットにトルクコントロールディバイスの端をぴったり合わ

せてください。）

ステップ1b － 挿入
■ ラチェットボルトをトルクコントロールディバイスに挿入します。
手できつく締め付けます。

2a

2b

ステップ2 － 締め付け
■ サービスインスツルメント或いはホールディングキーを使用して
ラチェットのナットを締め付けます。締め付けすぎないように注意

してください。（2a）

■ これでラチェットとトルクコントロールディバイスの組立は完了です。               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （2b）

3

注）

ステップ3 － 適切なNcmマークの位置
■ 片手でホールディングキーを持ち、もう一方の手でトルクバーのハン
ドルを持ちます。トルクバーのハンドルだけをつまんでトルクバーを

35Ncmまで動かします。

■ディレクションインジケーター部分を引っ張って回すと向きが変え

られます。｢→｣の方向にトルクがかかります。

ラチェットやトルクコントロールディバイスを確実に正しく機能させる

ためには、適切なケアとメンテナンスが重要です。常に分解した状態で

洗浄し、滅菌してください。これらインスツルメントの取り扱いに関

する詳細な説明については、それぞれの添付文書をご参照ください。

ディレクション
インジケーター

トルクコントロールディバイス

ラチェット ラチェットを構成するパーツ

7.4 ラチェットおよびトルクコントロールディバイスの組立

ラチェット本体

ラチェット本体

ラチェットボルト

ラチェットボルト

トルクバー

+
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Type A Type BType A Type B

トルク推奨値

手締め 15 Ncm 15–35 Ncm 35 Ncm

封鎖スクリュー
ヒーリングアバットメント
印象ポスト
印象キャップ

テンポラリーコーピング
オクルーザルスクリュー

テンポラリーアバットメント 最終アバットメント

A = エッジ部による軸ポジション B = 面部による軸ポジション A = エッジ部による軸ポジション B = 面部による軸ポジション

synOcta® アングルアバットメントには、アングルごとにA、Bの
2種類があります。これにより、16種類の軸角度の調整が可能です
（22.5°間隔）。

CrossFit® のアングルアバットメントには、アングルごとにA、Bの
2種類があります。これにより、8種類の軸角度の調整が可能です
（45°間隔）。

7.5 その他のインフォメーション

synOcta® Connection CrossFit® Connection
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8. テンポラリー修復

テンポラリーメゾアバットメントを個々の形態に修正します。口腔内に装着後（15-35Ncm）ベーサルスクリューにアクセスしやすくするため、前装
前にアクセスホール部を脱脂綿等を使用してシールします。

　　重要）

ポリマーの切削による発熱を防ぐため、バーの速度を調整してください（回転数は低く、弱圧で作業してください）。

テンポラリー修復物の前装をより確実にするには、アバットメントの上部を粗面化またはサンドブラストしてください。

テンポラリーポストの高さを調整（咬合平面より下方）します。アクセスホールを脱脂綿等を使用してシールします。レジンからポスト（チタン）が

透けて見えないよう、前装前にテンポラリーポストにオペークを塗布することを推奨します。

048.651 048.650 048.233 048.234

8.1.2 synOcta® テンポラリーポスト

8.1.1 RN synOcta® テンポラリーメゾアバットメント

8.1 ティッシュレベル

048.688

口腔内の状況に応じてアナログに装着した上でテンポラリーアバットメントを調整します。形態修正には、新しいカーバイドバーの使用をお勧め

します。ポリマーの切削による発熱を防ぐため、バーの回転数を調整します（回転数は低く、弱圧で作業してください）。口腔内に装着後、

15-35Ncm）ベーサルスクリューにアクセスしやすくするため、前装前にアクセスホール部を脱脂綿等を使用してシールします。

　　注）

テンポラリーの前装をより確実にするには、アバットメントの上部を粗面化またはサンドブラストするか、維持力を高める素材を付加してください。

テンポラリーポストの高さを調整（咬合平面より下方）します。アクセスホールを脱脂綿等を使用してシールします。レジンからポスト（チタン）が

透けて見えないよう、前装前にテンポラリーポストにオペークを塗布することを推奨します。

048.688

024.4371 024.4375

8.2 ボーンレベル
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アバットメント一覧

■ ティッシュレベル ソリッド
アバットメント

Variobase®
アバットメント

synOcta® 1.5
アバットメント
synOcta® 1.5 
ゴールドコーピング

synOcta®
ゴールド
アバットメント
クラウン用

synOcta®
セメンテー
ション
アバットメント

synOcta®
15/20°
アングル
アバットメント

synOcta® 1.5
アバットメント +
ゴールドコーピング
バー用

アンカー
アバットメント

ロケーター
アバットメント

CARES®
アバット
メント
セラミック
（HIPジルコニア）

CARES®
アバット
メント
チタン
（純チタン/グレード 4）

CARES®
アバット
メント
TAN
（チタン合金）

CARES®
インプラント
ブリッジ

CARES®
 バー

CARES®
X-Stream
Variobase®
アバット
メント

クラウン用 ブリッジ用

単冠クラウン
スクリュー固定 ● ● ● ●＊ ● ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブリッジ
スクリュー固定 ● ● ●＊ ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ● ●

リムーバブル
オーバーデンチャー

リテンティブアンカー ●

バー ● ●

ロケーター ● ●

印象採得
インプラントレベル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

アバットメントレベル ● ● ● ● ● ●

■ ボーンレベル アナトミック
アバットメント

Variobase®
アバットメント

ゴールド
アバットメント
クラウン用

ゴールド
アバットメント
ブリッジ用

セメン
テーション
アバットメント

SRA
バー用
アバットメント
ゴールド

ロケーター
アバットメント

CARES®
アバットメント
セラミック

CARES®
アバットメント
チタン/ TAN

CARES®
インプラント
ブリッジ

CARES®
 バー

CARES® X-Stream
Variobase®
アバットメント

単冠クラウン
スクリュー固定 ● ● ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ●

ブリッジ
スクリュー固定 ● ● ● ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ●

リムーバブル
オーバーデンチャー

テレスコープ ● ●

ロケーター ● ●

バー ● ● ● ●

印象採得
インプラントレベル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

アバットメントレベル ● ● ●
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＊ WN SynOcta®　アングルアバットメントはセメント固定専用となります。
Straumann® CARES® CADCAM 製品の詳細は、関連のカタログ、マニュアル類を参照ください。

■ ティッシュレベル ソリッド
アバットメント

Variobase®
アバットメント

synOcta® 1.5
アバットメント
synOcta® 1.5 
ゴールドコーピング

synOcta®
ゴールド
アバットメント
クラウン用

synOcta®
セメンテー
ション
アバットメント

synOcta®
15/20°
アングル
アバットメント

synOcta® 1.5
アバットメント +
ゴールドコーピング
バー用

アンカー
アバットメント

ロケーター
アバットメント

CARES®
アバット
メント
セラミック
（HIPジルコニア）

CARES®
アバット
メント
チタン
（純チタン/グレード 4）

CARES®
アバット
メント
TAN
（チタン合金）

CARES®
インプラント
ブリッジ

CARES®
 バー

CARES®
X-Stream
Variobase®
アバット
メント

クラウン用 ブリッジ用

単冠クラウン
スクリュー固定 ● ● ● ●＊ ● ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブリッジ
スクリュー固定 ● ● ●＊ ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ● ●

リムーバブル
オーバーデンチャー

リテンティブアンカー ●

バー ● ●

ロケーター ● ●

印象採得
インプラントレベル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

アバットメントレベル ● ● ● ● ● ●

■ ボーンレベル アナトミック
アバットメント

Variobase®
アバットメント

ゴールド
アバットメント
クラウン用

ゴールド
アバットメント
ブリッジ用

セメン
テーション
アバットメント

SRA
バー用
アバットメント
ゴールド

ロケーター
アバットメント

CARES®
アバットメント
セラミック

CARES®
アバットメント
チタン/ TAN

CARES®
インプラント
ブリッジ

CARES®
 バー

CARES® X-Stream
Variobase®
アバットメント

単冠クラウン
スクリュー固定 ● ● ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ●

ブリッジ
スクリュー固定 ● ● ● ● ●

セメント固定 ● ● ● ● ● ● ●

リムーバブル
オーバーデンチャー

テレスコープ ● ●

ロケーター ● ●

バー ● ● ● ●

印象採得
インプラントレベル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

アバットメントレベル ● ● ●
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9. 適切なメインテナンスのために
インスツルメントに手術中の汚染物が付着したまま、長時間放置して乾燥させてしまうと、腐食の原因になります。また、インスツルメントを湿度

の高い場所に長時間放置した場合も、損傷の原因になります。

7つのポイント
 1 .  それぞれのインスツルメントは、意図した目的にのみ使用してください。

 2.  手術に使用したインスツルメントはただちに洗浄し、手術残渣（血液、分泌物、組織残渣等）が付着したまま放置して乾燥させないでください。

 3.  汚染物が乾いてこびりついてしまった場合は、丁寧に除去してください。ナイロンブラシのみが使用可能です。分解できるインスツルメントは

分解し、内腔もきれいに洗浄してください。

4.  材質の異なるインスツルメントの洗浄（超音波洗浄も含む）、消毒、滅菌時には、接触腐食等に十分に留意してください。

 5.  材質に適した洗浄剤、消毒剤を使用し、メーカーの指示に従ってください。

6.  洗浄剤、消毒剤は水で徹底的に洗い流してください。

 7.  洗浄後のインスツルメントは速やかに乾燥させ、水分が付着したままの状態で放置、保管しないでください。

損傷の可能性と原因

損傷の原因 考えられる損傷

血液、膿、分泌物、組織や骨の残渣 腐食、サビ

生理食塩水、ヨードチンキ、適していない水の使用、洗浄剤および
消毒剤の間違った使用

局所的腐食、変色

スチールウール、金属製のブラシ 腐食との接触、表面の破壊、不動態膜の破壊
→腐食しやすくなる

異種金属との接触 接触部分にサビ ＝ 接触腐食

（洗浄や消毒時に）インスツルメントの詰め込みすぎ 切削面が鈍くなり損傷する
→腐食しやすくなる

インスツルメントの相互接触 インスツルメントの、特に切削面の損傷
→腐食しやすくなる

滅菌器内部の汚染。
例えば、腐食しているインスツルメントによるものや不適切な滅菌
器のメンテナンス

正常なインスツルメントにサビが移る
（もらいサビ）

インスツルメントの不十分な乾燥 腐食、サビ
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製造元による表示例

ロット／製造番号

製品番号

ガンマ線滅菌

最低温度制限

最高温度制限

温度制限

非滅菌

再使用禁止（使い捨て用）

包装中の添付文書を参照

使用期限厳守

直射日光・高温厳禁

取り扱い説明書を参照

SLA

免責規定

Straumann® インプラントは一貫したコンセプトの一部であり、
インプラントに付随するオリジナルパーツやインスツルメント類を
含め、Straumann® の指示と忠告に従って使用してください。
従わない場合、Straumann® および販売者は一切の責任を負い
ません。Straumann® 製品を他社製品と併用された場合は、
Straumann® の保証はすべて無効となります。

Straumann® 製品の使用に関する説明については、製品発売時
の最新情報を口述、書面、電子媒体またはトレーニングコースで
提供しています。

Straumann® 製品の使用者は、それぞれの患者様に対し、どの
製品がどの状況に適当であるか否かを決定する義務を負います。
専門的判断の誤りや、Straumann® インプラントの使用または
それに関連して発生した直接・間接的損害に対し、Straumann® 

および販売者は一切の責任を負いません。また使用者は、
Straumann® システムとその使用方法について定期的に学ぶこと
を強くお勧めします。

Straumann® 製品を口腔内で使用する場合は、誤飲のないよう
に充分な注意と対策を行ってください。

注意
Straumann® デンタル インプラント システムを使用する場合
は、本書や製品に添付されている添付文書を熟読の上、ご使用くださ
い。さらに、十分な知識と使用経験のある歯科医師の指導を受ける
ことを強くお勧めします。

記載内容の有効性について
本書の発行により、旧版はすべて無効となります。

製品の購入について
本書に一覧する製品の中には国によってご購入いただけないもの
があります。

製品の販売について
本書に記載されているパーツやインスツルメントは歯科医師の注文
にもとづき販売されることが規定されています。

その他説明書について
Straumann® デンタル インプラント システムに関する詳しい説明
書については、弊社担当営業までお問い合わせください。

著作権
本文またはその一部をInstitut Straumann AGの書面による
許可なくして複製または発行することはできません。
Straumann® Dental Implant SystemはInstitut Straumann 
AG社の登録商標です。
Straumann® およびStraumann® 製品に使用されるロゴは、
Straumann Holding AGの登録商標です。

本書に掲載されている製品、写真やイラストならびに表記、また、日本語や英語の表記や表現方法が、予告なく変更される場合もございます。
Straumann® インプラントの使用者は、製品に関する添付文書の確認ならびに、最新の情報に基づいて、製品の利用をお願いいたします。

Straumann® デンタル インプラント システムの使用に関するトレーニング・コースも提供しております。
トレーニング・コースに関する情報はwww.straumann.jpをご覧いただくか、弊社担当営業までお問い合わせください。

US連邦法により、この機器の販売は認可された歯科
医師に対してのみ、又は認可された歯科医師の指
導の下で行うように規制されています。

CEマークがついたストローマン製品は医療機器
指令93/42 EECの要件を満たしています。

Sand-blasted, Large grit, Acid-etched
サンドブラスト・ラージグリット・酸エッチング
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本カタログに掲載されている製品は、下記のそれぞれの医療機器承認／認証／届出番号を得ています。

販売名 分類 承認 /認証 /届出番号

ストローマンインプラントシステム 高度管理医療機器 20900BZY00970000

ストローマンインプラント・ヒーリングキャップ 高度管理医療機器 20900BZY00289000

ストローマンインプラント（滅菌済） 高度管理医療機器 21400BZY00014000

ストローマンインプラントアバットメント 高度管理医療機器 21500BZY00490000

ストローマンインプラントアングルアバットメント 高度管理医療機器 21500BZY00558000

ストローマンインプラント・テンポラリーポスト 高度管理医療機器 21600BZY00516000

ゴールドアバットメント 高度管理医療機器 22300BZX00108000

ストローマン Ti  アバットメント 高度管理医療機器 22300BZX00111000

テンポラリー アバットメント 高度管理医療機器 22300BZX00113000

ヒーリングアバットメント Type C 高度管理医療機器 22300BZX00139000

synOcta アバットメント 高度管理医療機器 22300BZX00226000

テンポラリー Ti アバットメント 高度管理医療機器 22500BZX00025000

ストローマン ロケーターシステム TL 高度管理医療機器 22500BZX00233000

ストローマン ロケーターシステム BL 高度管理医療機器 22500BZX00399000

ストローマンインプラント（Ti SLA）BLT 高度管理医療機器 22700BZX00167000

ストローマンインプラント（Roxolid SLActive）BLT 高度管理医療機器 22700BZX00208000

ストローマンインプラント（Roxolid SLActive）BL 高度管理医療機器 22700BZX00241000

ストローマン スクリューリテインアバットメント BL 高度管理医療機器 22700BZX00398000

ストローマン スクリューリテインアバットメント（滅菌済）BL 高度管理医療機器 23000BZX00104000

ストローマンインプラント（Roxolid SLActive）TL 高度管理医療機器 22700BZX00428000

ストローマン 暫間アバットメント（滅菌済）TL 高度管理医療機器 22800BZX00347000

ストローマン 暫間アバットメント（滅菌済）BL 高度管理医療機器 22800BZX00373000

BL 封鎖スクリュー（滅菌済） 高度管理医療機器 22300BZX00107000

ストローマンインプラント・保護キャップ 管理医療機器 21800BZX10022000

ストローマン サージカルインスツルメント 管理医療機器 227AGBZX00052000

ストローマン バーンアウトコーピング 管理医療機器 227AGBZX00115000

ストローマン インプラントシミュレーター 管理医療機器 30100BZX00078000

BL/TEアダプター用タップ 一般医療機器 13B1X10163000201

ストローマン技工用アナログ 一般医療機器 13B1X10163000301

ストローマン技工用インプレッション 一般医療機器 13B1X10163000304

ストローマン インプラント用マニュアルツール 一般医療機器 13B1X10163000305

ストローマン 補綴用ツール 一般医療機器 13B1X10163000306

医療機器添付文書情報の入手先 ： www.pmda.go.jp

43



ストローマン・ジャパン株式会社
〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル 6階

受注専用ダイヤル： 0120-418-995
製品サポート： 0120-689-930
デジタルサポート： 0120-418-320
FAX（共通）： 0120-418-089

TEL受付時間：平日9：00～17：00（デジタルサポート：10：00～17：00）
当日出荷受付時間：平日17：00まで　エムドゲイン当日出荷受付時間：平日14：00まで

［登録技工所］
エトコン・ジャパン株式会社

www.straumann.jp   or   Visit us on Facebook

本文またはその一部をInstitut Straumann AGの書面による許可なくして複製または発行することはできません。
Straumann® および他の商標とStraumann® のロゴは、Straumann Holdings AGおよびその関連会社の商標および登録商標です。
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