
Straumann® BLT ∅ 2.9 mm Implant

Basic Information

Technical Information



本書について

本書では、歯科医及び関連する医療従事者を対象として、Straumann®ボーンレベルテーパードインプラントによる

手術及び補綴術の基本手順をご説明します。

本書は歯科用インプラントによる治療に詳しい方を対象としており、その詳細を網羅しているわけではありません。

本書でご紹介するストローマンの各術式マニュアルを合わせてご参照下さい。
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1 Straumann® BLTインプラント

Straumann® デンタルインプラントシステムでご提供するインプラントには、ティッシュレベル、ボーン

レベルの2種類があります。

ボーンレベルインプラントは、1回法または2回法でおこなうインプラント治療に適した製品です。上縁ま

でラフサーフェイスとなっており、内側がコネクション部となっています。

Straumann®ボーンレベルテーパードインプラントでは、Straumann®ボーンコントロールデザインTMに

もとづき、ボーンレベルインプラント用に開発されたCrossFit®コネクションを採用しているため、対応

するCrossFit®補綴コンポーネントを使用可能です。また、根尖部のテーパーデザイン及びセルフカッテ

ィング構造により、軟らかい骨や抜歯即時埋入など、初期固定が重要となる症例に適しています。

Straumann® デンタルインプラントシステム

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

 S SP TE BL	 BLT

Straumann®
スタンダードプラス
インプラント

 (SP)

Straumann®
スタンダード
インプラント

 (S)

Straumann®
テーパードエフェクト
インプラント

(TE)

Straumann®
ボーンレベル
インプラント

 (BL)

Straumann®
ボーンレベルテーパード

インプラント
 (BLT)

Straumann® インプラントでは、Roxolid®マテリアル及びSLActive®表

面性状が採用されています。また、カラーコードにより、骨内径の異なる

製品（2.9 mm、3.3 mm、4.1 mm、及び4.8 mmの4種類）を識別するこ

とができます。

カラーコード

青 ∅ 2.9 mm

黄 ∅ 3.3 mm

赤 ∅ 4.1 mm

緑 ∅ 4.8 mm
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2 インプラントシステムの特徴

Straumann® BLT インプラントでは、扱いやすさと臨床性能を追求したデザインが採用されています。

本書では、∅ 2.9ｍｍのBLTインプラントの特徴についてご説明します。

ボーンレベルインプラントのCrossFit®コネクションは、骨レベルでのコネクションとして、Straumann® 
synOcta®アバットメントのモーステーパージョイントのノウハウを応用し、その利点を継承していま

す。CrossFit®コネクションは15°のコニカル形状で、4箇所の内部溝により、アバットメントを力学的に

ロックするフリクションフィッティングです。個々の負荷条件下でも長期に渡って優れた安定性を維持

し、スクリューの緩みが生じづらい構造となっています。最小径（∅ 2.9 mm）のBLTインプラントでは、

スモールCrossFit®（SC）コネクションに対応するコンポーネントとして、Variobase®及びCADCAMアバ

ットメントをご提供しています。シンプルかつ包括的なポートフォリオで、最適な効果が得られます。

CrossFit® コネクション 
補綴コンポーネントの

ポジショニングが容易

Variobase® アバットメント
 Straumann インプラント（SC）での

単独歯の補綴物に対応

SLActive® 表面性状  

より安全でより短期間の

オッセオインテグレーションを実現

ボーンコントロールデザインTM 

歯槽骨頂を維持し、軟組織の安定性を

高めます

Roxolid® マテリアル 
力学的強度に優れた独自のマテリアル

根尖部のテーパードデザイン
アンダープレパレーションが可能

で、軟らかい骨での初期固定性を

高めます

回転防止と維持機構を有する 
安定したフィッティング

SC = スモールCrossFit®コネクション
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Straumann® BLT ∅ 2.9 mm SC インプラントの適応

インプラントの種類 最小頬舌径* 最小近遠心
径**

インプラント
長

BLT ∅ 2.9 mm SC
Roxolid®
SLActive®

5 mm 5 mm 10 – 14 mm

インプラント製品の適応及び禁忌の詳細については、添付文書をご参照

下さい。

Straumann® BLT ∅ 2.9 mm SC インプラントの特徴
近遠心幅や頬舌幅が狭い前歯部の治療に用いられる小径インプラントで

す。特に、上顎側切歯や下顎前歯に適しています。

3 適応

 * 最小頬舌径：最小限必要な頬舌方向の骨の厚み、0.5 mm単位で端数切り捨て
**  最小近遠心径：単独歯の補綴時に最小限必要な隣接歯間の距離、0.5 mm単位で端数切り捨て
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4.1 術前計画

インプラントは、補綴の中心であり、また治療計画の基礎となるものです。BLT ∅2.9 mm インプラント

（SC）は、主に審美領域で用いられるため、望ましい結果を得るためには、患者と歯科医、歯科技工士

が密にコミュニケーションを取り合うことが不可欠です。

歯の解剖学的形態や軸方向、最適なインプラントの種類を確認するには、次のような方法があります。

• 事前に準備された作業模型上で、診断用ワックスアップ／セットアップ模型を製作する。 

又は、ストローマンガイド（coDiagnostiX®）などの専用ソフトウェアに患者の撮影データをイン

ポートし、プランニングを実施する。

• インプラントの上部構造（補綴物）のタイプを決定する。

診断用ワックスアップ／セットアップ模型は、その後の段階でカスタムメイドのドリルテンプレートの製

作や、暫間補綴物の製作の際にも使用できます。

インプラントの直径、種類、埋入ポジション、本数は、歯牙の解剖学的形態や3次元的な位置を考慮し、

個別に決定する必要があります。本書では、最小限必要な目安を示しています。これを守ることで、適

切な治療計画が可能となり、必要な口腔ケアを実施できるようになります。

最終的な硬軟組織の反応は、インプラントと補綴物との位置関係に左右されます。そのため、そのベー

スとなるアバットメントのコネクションの位置が重要となります。インプラントの埋入ポジションは、3
次元的に確認することができます。

• 近遠心方向

• 頬舌方向

• 歯冠根尖（垂直）方向

注：アバットメントは、常に軸方向に荷重がかかるようにして下さい。インプラントの長軸上に対合歯の

咬頭が位置するのが理想的です。極端な咬頭形成は、非生理的な負荷が加わる原因となるため避けて

下さい。

4 治療計画
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4.1.1  近遠心方向のポジション
近遠心方向で利用可能な骨の幅（近遠心径）は、インプラントの種類やサイズを選択する際に重要と

なる要素です。また、複数のインプラントを使用する場合には、インプラント間の距離を決定する際に

も重要です。近遠心径の測定では、インプラント径が最大になるショルダー部分を基準点とします。な

お、本章で示す数値は、すべて0.5 mm単位で端数切り捨てとなっています。基本的なルールは次の通

りです。

ルール 1
骨レベルでの隣接歯間の距離

骨レベルでのインプラントショルダーから隣接歯までの

推奨距離は、1.5 mm以上です。

ルール 2
骨レベルでの隣接するインプラント間の距離

隣接する2本のインプラント間の推奨距離は、

3.0 mm 以上です。

≥ 1.5 mm

≥ 3.0 mm
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4.1.2  頬舌方向のポジション
硬軟組織の安定性を確保するには、頬舌的にそれぞれ1 mm以上の骨の厚みが必要です。

BLT ∅ 2.9 mm SC インプラントの最小頬舌幅については、3項「適応」をご参照下さい。スクリュー固

定式の補綴物を使用するには、この制限内で、インプラントの頬舌方向のポジション及び軸方向を考慮

する必要があります。

重要：頬側又は舌側（又は両方）で骨の厚みが1 mm未満である場合、又は骨が欠損している場合には、

骨増生が必要となります。骨増生術は、十分な経験を有する歯科医がおこなう必要があります。

4.1.3 垂直方向のポジション 
Straumann®インプラントシステムでは、歯の解剖学的形態やインプラントの埋入部位、最終的に使用

する補綴物の種類、また術者の好みに応じて、垂直方向のポジションを調整することができます。

Straumann® BLTインプラントでは、45度テーパーのエッジ（シャンファー）の外側縁を骨レベルに合わ

せるのが最適なポジションです。

ただし審美領域では、インプラントショルダーの位置を、術後の歯肉縁から約3～4 mm下方にするの

が理想的です。LoximTMトランスファーパーツのガイドホールは、インプラントショルダーまでの距離を

1 mm単位で示しています。

骨の厚みは1 mm以上必要 インプラントの頬舌方向のポジション及び軸は、スクリュー固定
による補綴術で、アクセスホールが切端より口蓋側に位置するよ
うに選択する
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4.2 治療計画用ツール

利用可能な骨の高さ（骨高径）によって、埋入可能なインプラン

トの長さが決まります。骨高径を簡便に把握する方法として、X
線フォイル（製品番号：025.0003）の使用を推奨します。

4.2.1 Straumann® X線フォイル
Straumann® X線フォイルは、測定及び比較用のテンプレート

で、適切なインプラントの種類や直径、長さを選択する際に役

立ちます。このX線フォイルは、Straumann®ボーンレベルイン

プラント用に作製されていますが、Straumann® BLTインプラン

トでも使用可能です。X線で生じる拡大率に合わせた縮尺で、各

インプラントのサイズが表示されています（1：1 から 1.7：1）。 

重要: Straumann® BLTインプラントでは、Straumann®ボーン

レベルインプラント用のX線フォイルをご使用下さい。

4.2.2 Straumann®  ディスタンスインジケーター
Straumann® ディスタンスインジケーター（製品番号：026.0901）

は、Straumann®ボーンレベルインプラント用に作製されていま

すが、Straumann® BLTインプラントでも使用可能です。

ディスタンスインジケーターの先端にある4つのディスク部分

は、ボーンレベルインプラントのショルダー径を示しています。

治療前に利用可能なスペースを確認する際や、オペの始めの段

階で埋入ポジションをマーキングする際に使用できます。

BLT ∅ 2.9 mmインプラントのショルダー径を示すレッグも別

途ご用意しています。前歯部の狭小部位での診断に必要な場合

は、この ∅ 2.9 mmレッグを、ボーンレベルインプラント用のレ

ッグの1つと交換してご使用ください。

■ ディスタンスインジケーター　026.0901
（Straumann®ボーンレベルインプラント及びBLTインプラント用）

■ ∅ 2.9mm用追加レッグ
	ѹ 製品番号：	025.0044
	ѹ 表示：BL  ∅ 2.9
	ѹ 径：	∅ 2.9 mm
	ѹ 対応製品：	BLT ∅ 2.9 mmインプラント
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インプラント床の形成には、Straumann®ベーシックサージカルカセットを使用します。

Straumann® BLT ∅2.9 mm SC インプラントの手技で使用するインスツルメントには、青いラインが印

刷されています（全プロトコルで使用するニードルドリルを除く）。

Straumann® BLTインプラントでは、骨密度（Class 1＝非常に硬い骨、Class 4＝非常に軟らかい骨）に応

じて、様々なドリリングプロトコルを適用します。患者さんの骨質と解剖学的形態に合わせて、インプラ

ント床形成手順を調整することが可能です。

5.1 ワークフロー

Straumann® BLT ∅2.9 mm SC インプラント

5 手術の手順

非常に硬い骨Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

硬い骨

軟らかい骨

非常に軟らかい骨

ニードルドリル 
∅ 1.6 mm

パイロットドリル 
∅ 2.2 mm

プロファイルドリル
∅ 2.9 mm

タップ 
∅ 2.9 mm

最大回転数（rpm） 800 800 300 15

推奨ステップ

皮質骨が厚い場合のみ



10

5.2 インプラント床形成

インプラント床の形成には、Straumann®ベーシックサージカルカセットを使用します。なお、Strau-
mann® BLT ∅2.9 mm SC	インプラント用として、オーバル形状の Variobase® プラットフォームに合

わせたポジショニングインジケーターがあります（インプラント床の基本形成専用）。

5.2.1 SC ポジションインジケーター

使用目的
Variobase®アバットメントを用いる補綴術で、インプラント床形成時に埋入ポジションを正確に定め、

アバットメントのプラットフォームに必要なスペースを確認するために使用します。チタン製で、納品時

は未滅菌です。使用前に必ず滅菌して下さい。

特徴

インプラント床の形成時には、歯肉を切開した後、まず歯槽骨頂を平坦化します（ステップ1）。その後、

ラウンドバー又はニードルドリルで埋入ポジションをマーキングしてから（ステップ1）、ニードルドリル

及びBLTパイロットドリルでインプラント床を形成します（ステップ2～3）。皮質骨層では、SC BLTプロ

ファイルドリルでインプラント床を広げ（ステップ4）、SC BLTタップでスレッドを事前に形成します（ス

テップ5）。

レーザーマーキング

Variobase®アバットメントの
各GH（1/2/3mm）を示す

製品識別表示

Variobase®アバットメント
のプラットフォームを示す
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ステップ 1：歯槽骨頂を平坦化し、埋入ポジションをマーキングする
歯槽骨頂の幅が狭く、テーパーがついている場合は、大型のラウンドバ

ーを用いて慎重に削ります。これにより、骨表面を平坦化すると共に、骨

幅を十分に確保します。次に、∅ 1.4 mmラウンドバー又は ∅ 1.6 mm 
ニードルドリルを用いて、治療計画時に決定した埋入ポジションをマー

キングします。

注：抜歯直後の抜歯窩などでは、本ステップは実施することが困難であ

ったり、ステップの変更が必要となったりする場合があります。

注：埋入ポジションのマーキング時に、ディスタンスインジケーターをニ

ードルドリルと併用する場合は、インジケーターが損傷するおそれがあ

るため、3 mm以上はドリリングしないで下さい。

重要：ケガの恐れがあるため、ニードルドリルは慎重に取り扱って下さい。

ステップ2：インプラント軸及び深度を確認する
BLT ∅2.9 mm SC インプラントの手技時には、ニードルドリルでインプ

ラント軸をマーキングし（深さは6 mmまで）、その方向を確認します。

次に、インプラント床の最終深度までニードルドリルでドリリングしま

す。インプラント軸の方向が不適切な場合には、修正する必要がありま

す。ニードルドリルでインプラント軸の方向とドリル深度を確認して下さ

い。Class 4（非常に軟らかい骨）でのBLT ∅2.9 mm SC インプラント使

用時は、インプラント床形成はこれで終了です。

重要：この時点でX線写真を撮影して下さい（特に、骨高径がない場合）。 

ステップ3：インプラント床を ∅2.2 mmまで拡大する
∅ 2.2 mm BLT パイロットドリルを用いて、約6 mmの深さまでドリリン

グします。∅ 2.2 mmアラインメントピンを挿入して、インプラント軸の方

向が正しいことを確認します。次に、∅ 2.2 mm BLTパイロットドリルを用

いて、最終深度までインプラント床を形成します。

インプラント軸の方向が不適切な場合には、修正する必要があります。 

∅ 2.2 mm アラインメントピンで、インプラント軸の方向とドリル深度を

確認して下さい。

BLT ∅2.9 mm SC インプラントに Variobase® アバットメントを接続す

る場合には、SC ポジションインジケーターを併用し、補綴の際に必要な

スペースを確認します。Class 3（軟らかい骨）での BLT ∅ 2.9 mm SC イ
ンプラント埋入時は、インプラント床形成はこれで終了です。

1

2

3

800 rpm

800 rpm

800 rpm



12

ステップ4：プロファイルドリルを使ったドリリング
Class 1（非常に硬い骨）又はClass 2（硬い骨）の場合は、プラットフォー

ム径に従ってインプラント床の歯冠側を拡大します。ドリリングにはプロ

ファイルドリルを用います。

ステップ5：タップによるドリリング
Class 1（非常に硬い骨）の場合のみ、タップドリルを用いて、インプラン

ト床の最終深度までスレッドを事前に形成します。スレッドが必要な深

さを超えないようにするためラチェットでのタッピングを推奨します。

4

5

300 rpm

15 rpm
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5.3 インプラント埋入

Straumann®インプラントは、ハンドピースでも、ラチェットを用いて手動でも埋入する

ことができます。ハンドピースを用いる場合、最大推奨速度は15 rpmです。

注：Straumann® BLT インプラントでは、ハンドピース、ラチェットのいずれを用いる場

合も、インプラントを回転させて方向を調整する必要があります（ステップ 4 参照）。

以下の手順では、Straumann® BLT ∅ 2.9 mm SC インプラントを、ラチェット又はハン

ドピースで埋入する方法をご説明します。

なお、狭小部位向けとして、ラチェット、ハンドピースのそれぞれに外径 4.0 mm の小径

のインプラント挿入アダプターがあります。いずれも、Straumann® BLT ∅ 2.9 mm SC
インプラント用に開発された LoximTMトランスファーパーツに適合します。

5.3.1 LoximTMトランスファーパーツ

BLT インプラントには、スナップイン方式で取付け可能な LoximTM トランスファーパー

ツが付属しています。

特徴 利点

スナップイン方式 専用インスツルメント不要

青のカラーコード 口腔内でも見やすい色味

コンパクトサイズ アクセスが容易

4面に施されたガイドホール インプラントの向きの調整

ブレイクポイントの設定 骨への過剰な負荷を回避
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ステップ1：アダプターを取り付ける
内部アンプルの側面部を持ち、ラチェット

又はハンドピース用アダプターをLoximTM

に取り付けます。カチッと音がするまで挿

入して下さい。

ステップ2：内部アンプルからインプラン
トを取り出す
内部アンプルからインプラントを垂直方

向に引っ張り上げ、インプラントを取り出

します（落とさないようしっかりと把持し

て下さい）。

ステップ3：インプラントを埋入する
ラチェット又はハンドピース用のアダプタ

ーを用いて、インプラントを埋入します。

インプラントを時計回りに回し、最終深度

まで埋入します。

推奨回転数：15rpm

2

3 3

2

2 2
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ステップ4：インプラントの向きを修正する
最終深度まで埋入する際に、LoximTMトランスファーパーツ上にあるガイ

ドホールが唇側/頬側を向いていることを確認します。インプラントの内

側にある4つの軸が正しい方向を向いており、アバットメントを正しい向

き＊に接続することができます。次のガイドホールまで4分の1回転させる

と、垂直方向に0.2 mm移動します。

＊アバットメント及びヒーリングアバットメントは、どちらもオーバル形状です。

ステップ5：LoximTMを取り外す
インプラントの埋入が不十分な場合は、LoximTMを再装着して、最終深

度まで埋入することができます。埋入時にインプラントの撤去が必要に

なった場合は、LoximTMを反時計回りに回します。

埋入完了後、LoximTMをアダプターごと持ち上げて取り外します。

インプラントが最終深度に達する前に挿入トルクが 35 Ncm を超えた場

合は、骨に過度な負荷がかかっている可能性があるため、インプラント

床が正しく形成されていることを確認します。LoximTMには、ブレイクポ

イントが事前に設定されており、インプラントの内部構造を損傷しない

仕組みになっています。

LoximTMが破損したときは、まず挿入アダプター内に残った破片を取りの

ぞいてください。その後インプラント側に残ったLoxim™に挿入アダプタ

ーを再度取り付け、逆回転にてインプラントを抜去します。48ｈリトリー

バルツールを使用して抜去することも出来ます。その後、再度インプラン

ト床を形成し、新しいインプラントを埋入して下さい。

4

5
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5.4 軟組織マネジメント

Straumann® BLT ∅ 2.9 mm SC インプラントは、審美性を重視して設計されています。

軟組織の自然な形成とメインテナンスに向けて、ヒーリング、テンポラリーの2種類のアバットメントか

らなる多様なポートフォリオをご用意しています。

審美的結果は、軟組織マネジメントによって大きく左右されます。Straumann® BLT ∅ 2.9 mm SC 
インプラントでは、このプロセスを最適化するため、Consistent Emergence ProfilesTMのコンセプトに

沿ったコンポーネントを取り揃えています。ヒーリングアバットメントからテンポラリーアバットメント、

最終補綴用アバットメントまでを取り揃えたこのポートフォリオによって、最終補綴時まで一貫したエマ

ージェンスプロファイルが保たれます。

5.4.1 軟組織マネジメントプロファイル

封鎖スクリュー 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
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5.5 治癒期間

インプラント埋入後は、その保護のため、封鎖スクリュー又はヒーリング

アバットメントを手締めします。その後の軟組織マネジメントの方法は、

サブマージ治癒、ノンサブマージ治癒の2種類から選択できます。また、

治癒に必要な一連のコンポーネントとして、様々なオプションを取り揃

えています。

サブマージ治癒
サブマージ治癒（粘膜下での治癒）では、封鎖スクリューの使用が推奨

されます。この方法は、審美性が求められる場合や、骨増生（GBR）メン

ブレン法を同時に実施する場合に適しています。インプラントを露出さ

せ、アバットメントを接続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® BLT ∅ 2.9 mm SC インプラントでは、ノンサブマージ治癒

時の軟組織マネジメントを可能にするヒーリングアバットメントを幅広く

取り揃えています。ヒーリングアバットメントの形状はオーバル形状であ

り、治癒期間中の使用に適しています。そのプラットフォームの長径が、

頬舌方向＊となるように取り付けます。治癒期間の終了後は、適切なテン

ポラリーアバットメント又は最終補綴用アバットメントに取り替えます。

詳細については、別途マニュアル（JPC0023：ベーシックインフォメー

ション（BL補綴））をご参照下さい。

* その後の治療で、補綴物とエマージェンスプロファイルを一致させるために重要。
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6.1 印象採得

• アバットメントに印象ポストを正しく装着し、ガイドスクリューを手

締めして下さい。

• 補綴物が適切に取り付けられるように、印象ポストが正しい位置に

あることを確認して下さい。その接続パーツがインプラント内に正

しく挿入され、空隙がないことを確認して下さい。

• 状況に応じて、カスタム印象トレー（光重合レジンで製作したも

の）に穴を開け、印象ポストのガイドスクリューが突き出るようにし

ます。

• 標準的な弾性印象材（ポリビニルシロキサン、ポリエーテルラバーな

ど）を用い、印象を採得します。印象材が硬化する前に、ガイドスク

リューを覆っている余剰な印象材を取り除きます。

• 印象材が硬化したら、ガイドスクリューを緩めて印象トレーを外し

ます。

• ラボサイドでは、インプラントアナログを印象ポストに取り付け、ガ

イドスクリューで固定します。

• 作業模型を製作します。最適なエマージェンスプロファイルを得る

ため、必ず歯肉再現用のガム模型材を使用して下さい。 
 
 

6.2  テンポラリーアバットメント 
 
SCテンポラリーアバットメントには、次の特徴があります。

• 狭小部位に適した低いプロファイル

• 正確な接続

• チタン合金（TAN）を使用し、高度な安定性を実現

• スモールCrossFit®（SC）コネクションを使用

6.3 ラボでの手順

ステップ1：準備
• テンポラリーアバットメントを作業模型に装着し、状況に応じて適

切な高さをマーキングします。

• 必要な場合はアバットメントを短くカットし、サンドブラストをかけ

た後、透けて見えないように不透化剤でコーティングします。

• アバットメントをインプラントアナログに取り付け、スクリューで手

締めした後、スクリューのアクセスホールを一時的にシールします。

6 補綴の手順

テンポラリーアバットメント
（TAN）

インプラントアナログ及び
デジタル用アナログ

1
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ステップ2：テックの製作
• 通法に従ってテンポラリーを製作します。

• テンポラリーアバットメントの維持機構で、前装材を力学的に保持

します。

• 余分なレジンを取り除き、スクリューのアクセスホールを開いて仕

上げをします。

ステップ3：テックの装着
チェアサイドでの手順のステップ3をご参照下さい。

6.4 チェアサイドでの手順

ステップ1：準備
• テンポラリーアバットメントを患者さんの口腔内に取り付けます。

• 状況に応じ、適切な高さをマーキングします。

• テンポラリーアバットメントを患者さんの口腔内から取り外します。

• ラボでの手順のステップ1に従って、アバットメントの準備をします。

ステップ2：テックの製作
• 通法に従ってテンポラリーを製作します。

• 余分なレジンを取り除き、スクリューのアクセスホールを開いてテンポラリーの仕上げをします。

ステップ3：テックの装着
• 研磨後のテンポラリーを洗浄してインプラントに取り付け、SCSスクリュードライバーを用いてスク

リューを締めます。トルクは15 Ncm～35 Ncmの範囲とし、インプラントの安定性に応じて調節して

下さい。ラチェット及びトルクコントロールディバイスを併用して下さい。

• コットンやガッタパーチャでスクリューのアクセスホールを一時的にシールします（コンポジットレ

ジンなどを使用）。

注
• 180日以上使用しないで下さい。

• 咬合負荷を与えないで下さい。

• テンポラリーアバットメントトップから垂直方向に6 mmまでカットすることが可能です。

• 納品時は未滅菌の状態です。

• 単回使用に限ります。

• アバットメントを誤飲させないように注意して下さい。

• 使用可能な消毒薬については、前装材の製造元にお問い合わせ下さい。

• アバットメントの洗浄／消毒には、エタノール、TEGO-CID 2％、Micro 10+ 4％、 

Cidex OPA未希釈、Grotanat 2％などが使用可能です。

• アバットメントは蒸気滅菌可能です（134℃で5分間）。

2
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6.5 最終補綴

デジタルワークフロー
Straumann® CARES® CADCAMソリューションは、個々の症例に応じたデジタルソリュ

ーションをご提案します。

チタン合金（TAN）製のカスタムアバットメントをはじめ、多様なマテリアルの上部構造

があります（zerion®、coron®、polycon®など）。

従来法でVariobase® アバットメントを使用する場合
SC Variobase®は、楕円形のプラットフォームを持ち、狭小部位でも装着しやすいコン

ポーネントです。3種類の歯肉高さ（GH）を取り揃え、個々の症例に応じた補綴が可能

です。

Straumann® Variobase®の詳細については、別途マニュアルをご参照下さい

（JPC0135:Variobase® ベーシックインフォメーション）。

ステップ 1 – 作業模型及びワックスアップの製作
 ѹ 歯肉再現用のガム模型にインプラントアナログを挿入し、作業模型を製作します。 

ステップ 2 – クラウンの製作
 ѹ バーンアウトコーピングを選択し、Variobase®アバットメントに取り付けます。

 ѹ 通法に従って上部構造を製作します。

 ѹ 通法に従ってコーピングを鋳造します。

 ѹ 鋳造物を調整して、Variobase®アバットメントに装着でき、さらにアナログに挿入

できるようにします。

 ѹ 前装します。
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7.1 ストローマンのインスツルメントの深度目盛り

ストローマンのインスツルメントには、2 mm	毎に深度を示すラインが付いており、イン

プラントの長さに対応しています。各ドリルにある太いラインは、10 mm と 12 mm を示

しています（太いライン下端は10 mm、上端は12 mm）。

重要：ドリルの機能と構造上の関係で、先端はインプラントの埋入深度よりも 0.4 mm
長くなっています。

ドリルやタップなどの切削用インスツルメントは、丁寧に取

り扱って下さい。水の入った容器にドリルを投げ入れるなど

して、先端部を損傷すると、切削性能が損なわれ、治療の

質が低下します。インスツルメントを適切に、かつ丁寧に取

り扱うことで、機能が維持され、再利用が可能になります（

推奨使用可能回数は10回までです）。

インプラント治療の成功には、高い切削性能を持つインス

ツルメントが不可欠です。次の注意事項に従ってご使用下

さい。

• インスツルメントを置くときには、先端部の損傷にご

注意下さい。

• 所定の用途でのみご使用下さい。

• インスツルメントに付着した血液、唾液、組織などは、

術後直ちに洗浄し、付着したまま乾燥させないで下さ

い。

• インスツルメントの洗浄には軟らかいブラシのみをご

使用下さい。組立式のものは分解し、中空部を丁寧に

洗浄して下さい。

• 異なるマテリアルのインスツルメントを一緒に消毒、洗

浄（超音波洗浄を含む）、滅菌しないで下さい。

• 各マテリアルの製造元の指示に従い、所定の洗浄剤及

び消毒薬のみをご使用下さい。

• 洗浄剤及び消毒薬は、水でしっかりと洗い流して下さ

い。

• 湿った状態や、濡れた状態のまま保管しないで下さい。

詳細については、別途マニュアルをご参照下さい

（Care and maintenance）。

7.2 インスツルメントの洗浄と取り扱い

7 インスツルメント

12 mm

0.4 mm
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7.3 Straumann® ベーシックサージカルカセット

ベーシックサージカルカセットは、Straumann®デンタルインプラントシステムの手術

用インスツルメントや補助インスツルメントを確実に保管／滅菌します。使用素材は衝

撃に強い熱可塑性樹脂で、医療分野で長い実績があり、オートクレーブで繰り返し滅菌

する場合に適しています。
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8 製品一覧

Art. No. Article

021.0010 BLT ∅2.9 mm SC、 SLActive®、 10 mm、 Roxolid®、 Loxim™

021.0012 BLT ∅2.9 mm SC、 SLActive®、 12 mm、 Roxolid®、 Loxim™

021.0014 BLT ∅2.9 mm SC、 SLActive®、 14 mm、 Roxolid®、 Loxim™

024.0006S SC 封鎖スクリュー、 ∅2.4 mm、 H0.5 mm

024.0007S SC ヒーリングアバットメント、 オ－バル、 H2 mm

024.0008S SC ヒーリングアバットメント、 オ－バル、 H3.5 mm

024.0009S SC ヒーリングアバットメント、 オ－バル、 H5 mm

024.0010S SC ヒーリングアバットメント、 オ－バル、 H6.5 mm

025.0020 SC 印象ポスト、 クローズトレー用

025.0021 SC 印象ポスト、 オープントレー用 （短）

025.0022 SC 印象ポスト、 オープントレー用 （長）

025.0023 SC インプラントアナログ

025.0024 SC インプラントアナログ デジタル用

025.0031 S Cベーサルスクリュー

024.0011 SC チタンテンポラリーアバットメント、 オ－バル、 GH1 mm、 クラウン用

024.0015 SC チタンテンポラリーアバットメント、 オ－バル、 GH2 mm、 クラウン用

024.0016 SC チタンテンポラリーアバットメント、 オ－バル、 GH3 mm、 クラウン用

022.0038 SC Variobase® アバットメント、 オ－バル、 GH1 mm、 クラウン用

022.0039 SC Variobase® アバットメント、 オ－バル、 GH2 mm、 クラウン用

022.0040 SC  Variobase® アバットメント、 オ－バル、 GH3 mm、 クラウン用

023.0011 SC ポリマーコーピング、 Variobase®、 クラウン用

023.0011V4 SC ポリマーコーピング、 Variobase®、 クラウン用 (4個入り)

025.0029 SC ポリッシングエイド

025.0025 CARES Mono スキャンボディ SC (固定スクリュー付)

026.0054 ニードルドリル、 ∅1.6 mm （短）, L 33mm

026.0056 ニードルドリル、 ∅1.6 mm （長）, L 41mm
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Art. No. Article

026.0058 SC ポジションインジケーター、 オーバル

026.0061 BLT プロファイルドリル、  ∅2.9 mm (短)

026.0062 BLT プロファイルドリル、  ∅2.9 mm (長)

026.0063 BLT アダプタータップ、  ∅2.9 mm

026.0073 リリースエイドS用

026.0066 SC ガイディングシリンダー、  ∅2.9 mm用

026.0068 撤去ドリル、  ∅2.9 mm用 （中）

026.0069 撤去ドリル、 ロング、 ∅2.9 mm（長）

026.0072 48hリトリーバルツール、 BLT SC用

 025.0042 ∅2.9 mm用 インプラント挿入アダプター ハンドピース用 (長)

 025.0043 ∅2.9 mm用 インプラント挿入アダプター ラチェット用 (長)

 025.0044 BL ディスタンスインジケーター、  ∅2.9 mm用追加レッグ

026.0070 BL ボーンプロファイラー、オーバル、 ∅2.9 mm用

026.0071S SC ガイディングシリンダー、 オーバル、 BL ボーンプロファイラー用

販売名 分類 承認/届出番号

ストローマンインプラント(Roxolid SLA)SC 高度管理医療機器 30200BZX00167000

ストローマン SCアバットメント 高度管理医療機器 30200BZX00168000

ストローマンインプラント(Roxolid SLActive)SC 高度管理医療機器 30200BZX00169000

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ジェネラルツール 一般医療機器 13B1X10163000303

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

ストローマン ローテーション ツール 一般医療機器 13B1X10163000315
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9 重要な注意事項

免責規定
ストローマンのCADCAM製品及びその他の製品（以下「ストローマン製

品」）の使用者は、取扱説明書に従った安全かつ適正な使用のため、その

取り扱いについて適切な教育及び訓練を受けているものとします。

ストローマン製品の使用時には、製造元の指示に従って下さい。ストロ

ーマン製品の使用者は、製造元の指示に従って製品を使用し、また製品

が個々の症例での使用に適しているかどうかを判断する義務を負うもの

とします。

ストローマン製品は、一貫したコンセプトの一部をなすものです。その

使用時には、Institut Straumann AG、その親会社、及び親会社の各関

連会社又は子会社（以下「ストローマン」）が販売するオリジナルパーツ

やインスツルメントを必ずご使用下さい（ただし、本書又は各ストローマ

ン製品の取扱説明書に特に記載がある場合を除く）。本書又は各ストロ

ーマン製品の取扱説明書で推奨されていない第三者による製品を使用

された場合は、ストローマンは明示、黙示を問わず、保証その他の義務

を一切負わないものとします。

製品の購入について
国によっては、本書で示すストローマン製品の一部がご購入いただけな

い場合があります。

注意
本書で示す注意事項を遵守すると共に、ストローマン製品を口腔内でご

使用の際には、誤飲させないようにご注意下さい。

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。

その他の説明書について
ストローマン製品の詳細については、弊社担当営業までお問い合わせ下

さい。

著作権及び商標
ストローマン製品に関する文書については、全体、部分を問わず、 スト

ローマンの書面による許可なしに複製又は発行することはできません。

本書で示すStraumann®並びにその他の商標及びロゴは、Straumann 
Holding AG又はその関連会社の商標又は登録商標です。

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

…min.

 下限温度

…max.

 上限温度

…max.

…min.

 温度制限

 米国連邦法の規制により、本機器は認可された 

 歯科医に対してのみ、又は認可された歯科医の 

 指示の下でのみ販売するものとします。

 再使用禁止

 未滅菌

  注意、同梱の文書を参照

 使用期限

 直射日光厳禁

  CEマークが付いたストローマン製品は、医療機

器指令93/42EECの要件を満たしています。

  取扱説明書を参照

 各取扱説明書は、www.ifu.straumann.comか 

 らダウンロード可能です。
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