Straumann® CARES®

ベーシックインフォメーション

Straumann® CARES® インプラント修復

The ITI（International Team for Implantology）は独立した学術研究団体であり、これからもStraumann社のパートナーと
して<研究・奨学・教育>に関する活動を行っていきます。
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1 はじめに
本書の目的

注）

本書は、Straumann® CARES® Visualソフトウェアを使用している歯科技工士

ѹ インプラント修復による上部構造は、患者口腔内をできる限り

の方がカスタムアバットメント、インプラントブリッジ＆バー（オーバーデンチャー

衛生的に保つことが必要です。修復の計画をたて設計する際

フレーム）等を設計する際の手順を説明することを目的としています。

には、当事者全員でこの点をご確認ください。
ѹ 最小限必要なインプラントの本数、インプラントの種類、直径、

Straumann® CARES® CADCAMシステムを使用する際のスキャンボディやワッ

装着の手順などStraumann® インプラントの適応症や禁忌

クスアップスリーブの適切な取り扱い方法など、歯科技工所における作業ステップ

に関する情報は、
『ベーシックインフォメーション Surgical

について、従来法と比較した補足的な情報を提供します。

Procedures』をご参照ください。

また、ストローマンでは『ベーシックインフォメーション天然歯修復』
『 Straumann® CARES® Visual ソフトウェアーオンラインヘルプ』等もご用意
しております。
本書で説明されている製品は、すべてCADで設計・CAMで製造したものです。

Straumann® CARES® Visualは状況に応じた適応症におけるデバイスの設計を
サポートします。

Straumann® CARES® インプラント修復に関連するコンポーネントの加工や装着
に関する説明として、本書の内容だけでは十分ではありません。これらの加工や
装着は、歯科修復に関して十分なトレーニングを受けた歯科技工士のみが行う
ことができます。適切なトレーニングを受けずにStraumann® CARES® インプ
ラント修復や関連コンポーネントを加工、装着すると、不具合が生じる可能性や
その他の問題を誘引する恐れがあります。
本書に説明している手順に従わない場合、患者を傷つけたり以下のような問題が
生じる可能性があります。
ѹ コンポーネントの誤嚥や誤飲
ѹ 破損
ѹ 感染
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2 概要
先端技術を駆使したStraumann® CARES® による補綴

Straumann® CARES® インプラント修復は、単独歯欠損、複数歯欠損、および無歯顎の症例に対するカスタマイズ
ソリューションを提供します。豊富なマテリアルと修復物を取り揃え、インプラントの修復に柔軟に対応します。

2.1 Straumann® CARES® システムによる修復オプション
単独歯欠損

ブリッジ

無歯顎

スクリュー

セメント

スクリュー

セメント

スクリュー

セメント

固定式

固定式

固定式

固定式

固定式

固定式

CARES® アバットメント、Ti
CARES® アバットメント、TAN
CARES® アバットメント、ジルコニア
CARES® インプラントブリッジ
CARES® バー、可撤式補綴物
CARES® 固定式バー、固定式補綴物
CARES® X-Stream™ ソリューション
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CARES® X-Stream™
ワンステップ補綴ソリューション：1回のスキャン、1回の設計、1回の納品

CARES® X-Stream™ は、効率的なデジタルワークフローの革新的な例で、臨床ステップを合理化し、プロセスを
単純化すると共に高品質の修復を保証します。

CARES® X-Stream™ は、Straumannインプラント修復のために柔軟性のある完全な補綴ソリューションを提供し
ます。1回のスキャンで同時に適応する修復物を設計し、修復に必要な全コンポーネント（含むVariobase® アバット
メントおよび関連ブリッジ）をStraumannオーダーの環境下で製造し、優れた適合性を備えたコンポーネントを
全て同時にお届けします。このように必要なプロセス ステップを最適化することにより、時間およびコストを大幅に
削減します。

CARES® X-Stream™ 修復オプション
注記：

X-Stream™ 修復オプション

* 1 WNプラットフォームには対応して

いません
*2 補綴物はスクリューチャンネルなしのみ
*3 補綴物はスクリューチャンネル付のみ
*4 フルカウンツァー補綴物ではありません
*5 バーには使用できません
*6 4ユニットまで対応
*7 2〜16ユニット（フルアーチ）まで対応

CARES® ジルコニア
スクリュー付 *1 *2

セラミック

IPS e.mac® CAD

単独歯修復

NN、RN、NC、RC

CARES® チタン
スクリュー付 *2

単独歯修復

ベースレイヤーオプション

NN、RN、WN、NC、RC

メタル

zerion® HT

Lava™ Plus
Zirconia

zerion® LT *4

単独歯修復

単独歯修復

単独歯修復

&

&

&

coron®

ポリマー

ticon®/Titanium

polycon® ae *5

単独歯修復

&

複数歯修復 *6

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

単独歯修復

単独歯修復

単独歯修復

単独歯修復

単独歯修復

&

&

&

&

&

複数歯修復 *7

単独歯修復

&

複数歯修復 *6

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

単独歯修復

単独歯修復

単独歯修復

単独歯修復*7

複数歯修復 *6

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *6

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

複数歯修復 *7

Variobase® クラウン用

スクリュー付 *3

RN、H4mm / H6mm
WN、H4.5mm / H6.5mm
NC、H3.5mm / H5.5mm
RC、H3.5mm / H5.5mm

Variobase® ブリッジ / バー用
スクリュー付 *3

単独歯修復

単独歯修復

RN、WN、NC、RC

Variobase® SRA 用
スクリュー付 *3
RN、WN、NC、RC
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2.2 技術要件
CARES® 修復には様々な方法があり、異なるインフラの「組み合わせ」が可能です。Straumann® CARES® で修復物
を設計しオーダーするには、これらを組み合わせることが必要です。
スキャナー
従来型のトレーで印象採得します。歯科技工所でマスター模型（できれば構成部位の取り外しが可能な状態）を

Straumann® 指定のスキャナーでスキャンします。
ソフトウェア
修復物が、Straumann® の製造能力（ミリングマシーン）に準拠している事を確認済の、Straumann®

CARES®

VisualまたはStraumann® 認定のソフトウェア（Dental Wings Software Version 3.5、3Shapeソフトウェア、
バージョン2.8.8.7、あるいはDWOS 7.0搭載3M™ Lava Scan STをプラグインしている）を使用して設計します。
口腔内スキャナー（インプラントアナログを含む）

Straumann® 指定の口腔内スキャナー*でスキャンします。データは、Straumann® 認定ソフトウェア（Straumann®
CARES® Visual 10.1またはそれ以降のバージョン）にインポートできます。

* 2016年12月現在、iTero™ または3M™ True Definition Scannerが指定されています。
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2.3 システム概要

トランスファーパーツ

CARES® Mono スキャンボディ
Wax-up スリーブ
インプラントアナログ（デジタル用）

インプラントアナログ

CARES® アバットメント

CARES® アバットメント、セラミック（ジルコニアセラミックス）

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（Ti6Al7Nb）

CARES® インプラントブリッジ＆バー（SRBB）

CARES® インプラントブリッジ Ti（純チタングレード4）
CARES® インプラントブリッジ coron®（コバルトクロム合金）
CARES® バー Ti（純チタングレード4）
CARES® バー coron®（コバルトクロム合金）
CARES® ミルドバー Ti（純チタングレード4）

スクリュー

CARES® ベーシック固定式バー Ti（純チタングレード4）
CARES® ベーシック固定式バー coron（コバルトクロム合金）
CARES® アドバンス固定式バー Ti（純チタングレード4）
CARES® アドバンす固定式バー coron®（コバルトクロム合金）
Straumann® SRAアバットメント

アバットメント

CARES® X−Streamに
含まれるStraumann®

CARES® インプラントオーバー
デンチャーフレーム（SRBB）

CARES® ミルドバーcoron®（コバルトクロム合金）

Straumann® Variobase® クラウン用
Straumann® Variobase® ブリッジ / バー用

アバットメント並びにインプラントブリッジおよびバーのスクリュー

アバットメントレベルのオクルーザルスクリュー
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インプラントレベル補綴物

RN

WN

NC

アバットメントレベル補綴物

RC

NC

RC
025.0001（D 4.6 mm）

048.168

048.169

025.2915

025.4915

025.0001（D 4.6 mm）
025.0000（D 3.5 mm）

048.088
048.088-0.4

048.089
048.098-0.4

025.2903
025.2903-04

025.4903
025.4903-04

–

–

048.129

048.172

025.2102

025.4102

025.0007（D 3.5 mm）*
025.0008（D 4.6 mm）*

025.0008（D 4.6 mm）*

048.108
048.124

048.171

025.2101

025.4101

023.2754（0°
, D 3.5 mm）
023.4756（0°
, D 4.6 mm）
023.4757（角度つき, D 4.6 mm）

023.4756（0°
, D 4.6 mm）
023.4757（角度つき, D 4.6 mm）

040.677

–

027.2650

027.4650

–

–

040.689

040.694

027.2620

027.4620

–

–

010.6002

010.6003

010.6000

010.6001

–

–

010.1076 – 010.1090
010.1051 – 010.1065
010.1091 – 010.1099
010.1065 – 010.1074
010.1149 – 010.1157
010.1140 – 010.1148
010.1131 – 010.1121
010.1104 – 010.1112
010.1131 – 010.1139
010.1122 – 101.1130
–

–

–

–

022.2745 – 022.2758

022.4745 – 022.4755

048.713
010.6035

048-714
010.6036

022.4653
010.6038

022.2653
010.6037

–

–

010.6027

010.6028

010.6024

010.6025

010.6023（D 4.6mm）
010.6022（D 3.5mm）

010.6023（D 4.6mm）

048.359
048.356 ②③

048.356 ②③

025.2906 ①
025.4900 ②
025.2926 ③

025.4906 ①
025.4900 ②
025.2926 ③

SRAアバットメント用のNC / RCスクリュー
ストレート 0°
, GH 1 mm：023.4749
ストレート 0°
, GH 2.5 mm：023.4750
ストレート 0°
, GH 4 mm：023.4760
角度つき, 17°
：025.0002
/ 30°

–

–

–

–

023.4763④

①

* 2016年11月現在 Dreve社では、SRA 用のモデルはサポートしていません。

（脚注）
① CARES® アバットメント（ジルコニア）用

② CARES® アバットメント（TiおよびTAN）用；Straumann® Variobase® 用
③ CARES® インプラントブリッジおよびバー（Ti並びにcoron®）用

④ CARES® インプラントブリッジおよびバー（Ti並びにcoron®）用のアバットメントレベルのオクルーザルスクリュー
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3 CARES® Visualの準備
前提条件
ѹ カラーチャートやデジタル計測機器を使って歯の色調が特定されていること。
ѹ 印象が採得されていること。
シェード情報と印象を歯科技工所に送付します。

3.1 マスター模型の製作
タイプ4 の歯科用石膏（ISO 6873）を用いてマスター模型を通法で製作します。必ず歯肉マスクを
使用して、エマージェンスプロファイルのカントゥアを最適にしてください。高品質の修復物を製作
するために、以下の条件に従ってください。
ѹ 破損していない新しいStraumann® のインプラントアナログのみを使用してください。
ѹ インプラントアナログを埋め込み、模型に固定します。
ѹ 必ず歯肉マスクを使用して、エマージェンスプロファイルのカントゥアを最適にしてください。

CARES® SRBB1については、Straumannが適合性を確認できるように着脱可能な大型の歯肉
マスクを使用してください。
ѹ 可能であれば、スキャンに対応したマテリアルの歯肉マスクを使用してください。

Straumann® SRAアバットメント上のCARES® インプラントブリッジ＆バー（オーバーデンチャーフレーム）
SRBB1についての注意点
CARES® SRBB1は、マスター模型に基づいてミリングすることを忘れないでください。したがって、CARES® SRBB1が適合する
ためには、口腔内の精密な複製が不可欠です。
アバットメントレベルのCARES®

SRBB1については、マスター模型は口腔内の状態を表します。そのため、口腔内で最終アバット

メント（SRA）を35Ncmで締め付けた状態でアバットメントレベルの印象採得を行います。

SRA 用のインプラントアナログを用いてマスター模型を製作してください。
インプラントレベルのマスター模型を製作しアバットメントを手締め（32Ncm以下で）した場合、口腔内の状態を正確に再現
できない事があります。仮にその模型に適合したSRBB1を製作しても口腔内において高さや位置に差異が生じ、適合に影響を
与える可能性があります。
そのためインプラントレベルのマスター模型を使用する場合はアバットメントを必ず35Ncmで締めてください。この事により
口腔内の状態を正確に再現する事ができます。
インプラントとアバットメントの接合部には公差があります。このためアバットメントの装着時には模型上と口腔内が同じに
なる様、同様の方法で締める必要があります。そしてSRA アバットメント上のSRBB1を注文する際は、35Ncmでアバットメント
を締結した模型を送ってください。
（その製作には規定トルク値で締結されたアバットメント付）
装着するSRA アバットメント上のSRBB1をオーダーする場合は、
の石膏模型が必要になります。
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（脚注）
1

SRBBはCARES® インプラントブリッジ＆バー（オーバーデンチャーフレーム）の略語

3.2 プランニング / Wax-up スリーブ
唇面を中心とした審美性の高いプランニングのために、フルアナトミックのワックスアップを設計
し、口腔内で寸法と位置を確認します。

CARES® アバットメントについては、CARES® Visualで設計する代わりにワックスアップをWax-up
スリーブホルダーでスキャンしオーダーすることが可能です。

CARES® VisualでCARES® インプラントブリッジを設計する際にワックスアップをスキャンして製作
することができます。

Wax-up スリーブ
Wax-up スリーブは、アバットメントのワックスアップに使用します。
注）Wax-upスリーブは単回使用の製品です。再使用すると、インプラントの位置に対してアバット
メントの位置の正確さを保証できません、ミリング後に完成した製品の精度が落ちるおそれがあり
ます。

3.2.1 Straumann® CARES® Wax-up キット
Straumann® CARES® Wax-up キットには、スキャナーにWax-up スリーブを配置するために必要
な Wax-up スリーブホルダーが含まれており、カスタマイズしたアバットメントを正確にスキャン
するのに不可欠です。
製品番号：019.0063 Straumann® CARES® Wax-up キット（Straumann® アバットメント用）
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3.2.2 Step-by-step使用法

Wax-up スリーブをマスター模型に装着します。
A 一般的なWax-up スリーブの調整
インプラントショルダーより上の部分は最小限必要な本体部分を示しているので、研磨はしないで
ください
（下図：赤で表示）
。Wax-up スリーブは上部のみ短くすることができます
（下図：緑で表示）
。

Wax-up スリーブの基本マージンの下はワックスを追加しないでください（赤い矢印）。
B Variobase® アバットメント用のWax-up スリーブの調整
Variobase® アバットメントの高さに合わせて、Wax-up アバットメントに最低の高さを確保し
ます。インプラントショルダーより上の部分は最小限必要な本体部を示しているので、研磨はしな
いでください（下図：赤で表示）。Wax-up スリーブは上部のみ短くすることができます（下図：緑で
表示）。Wax-up スリーブの基本マージンの下はワックスを追加しないでください（赤い矢印）。

NC
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RC

WC

RC

C アバットメント / インプラントブリッジのワックスアップ
スキャン可能なワックスのみを使用して正確にスキャンしてください。スキャン可能なワックスを
使用しない場合は、スキャンスプレーを使用してください。
注）安定性の確保のため、フレームの製作にはブリッジをワックスアップする際に収縮の少ない材料
の使用を推奨します。

必ずWax-up スリーブの突起部をカットしてからスキャンしてください。突起部
をカットしないと、この部分もスキャンされミリングされることになります。

3.2.3 CARES® アバットメントの製作最大形状
NN

RN

WN

025.2903

025.4903

048.087

048.088

048.089

13 mm

8 mm
17.2 mm

15 mm

13 mm

15.75 mm

10 mm

17.1 mm

最大形状サイズ

RC

15.75 mm

Wax-up スリーブ製品番号

NC

14 mm

インプラントプラットフォーム

CARES® アバットメント、ジルコニア製品番号

027.2650

027.4650

040.679

040.688

–

CARES® アバットメント、Ti 製品番号

027.2620

027.4620

040.693

040.689

040.694

CARES® アバットメント、TAN 製品番号

010.6000

010.6001

–

010.6002

010.6003

注）ワックスアップの角度は30°
を超えないようにしてください。

オプションA：フルアナトミックのデザイン
審美性に優れたプランニングのために、フルアナトミックのワッ
クスアップを用意します。Wax-up スリーブを用いてフルアナト
ミックのテンポラリーアバットメントの模型を製作します。
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オプションB：リデュースアナトミックのデザイン
審美性の高いプランニングのために、リデュースアナトミックの
ワックスアップを準備します。

フルワックスアップの上にシリコンコアをかぶせて、修復物の最適
な形状を決定します。

オプションC：コーピングのデザイン

Wax-up スリーブを使用して、コーピングの模型を製作します。

シリコンコアをかぶせてワックスアップをチェックします。
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3.3 Straumann® スキャンボディ
製品の仕様

Straumann® スキャンボディは、CADCAMによるスキャン工程において個々のインプラントや
アナログの位置と方向を表します。これにより、CADCAMソフトウェアでCADCAM修復物の正確
な位置を定めることが可能になります。
注）Straumann® スキャンボディおよびすべてのコンポーネントは、単回使用の製品です。スキャン
ボディを再使用すると、正確な結果が得られないおそれがあります。インプラントの安定性を十分
に確保してから、スキャンボディをスクリューで固定 / スクリューを緩めてください。いずれの場合
もスキャンスプレーは不要です。

3.3.1

Straumann® CARES® Mono スキャンボディ

製品の特長とメリット
高い操作性の実現
ѹ 固定用スクリューを含めた一体型のコンポーネント
ѹ

Straumann® CARES® アバットメント及びVariobase® のインプラントレベル用

ѹ

Straumann® SRAアバットメントのアバットメントレベル用

ѹ 優れた機能性
ѹ

Straumann® CARES® Scan CS2 スキャナー以降、並びにiTero™ / 3M True Definitionに
最適な形状

ѹ マルチユニットの修復物に最適なシステム構成
ѹ 幅広く使用されているマテリアルPEEK が優れたスキャンを実現
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Step-by-step使用法
組立
アナログにスキャンボディがフィットすることをチェックし、スク
リューを手で締めます（最大トルク15Ncm）。アナログにポスト
を固定する際は、Straumann® SCSスクリュードライバーのみを
使用してください。ぴったりフィットしていること、回転したり上下
に緩みがないことを再度確認します。単冠修復物を計画している
場合、スキャンボディのカット面を（隣在歯ではなく）頬側に向け
ます。
スキャンボディが隣在歯に触れないようにしてください。
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4 修復物、設計、調整

4.1 修復物：Straumann® CARES® アバットメント
用途
ѹ セメント固定クラウン
ѹ メソ構造によるセメント固定ブリッジ
ѹ 直接ベニアが可能なスクリュー固定式クラウン
（CARES® アバットメント、ジルコニア並びにTAN）
マテリアル：
ѹ グレード4 純チタン
ѹ チタン-アルミニウム-ニオビウム（TAN）
ѹ ジルコニアセラミックス（HIPジルコニア）
禁忌
ѹ ジルコニアセラミックス（ZrO2）、酸化イットリウム（Y2O2）、酸化アルミニウム（Al2O3）、二酸
化ハフニウム（HfO2）、チタン（Ti）、チタン合金（Ti6Al7Nb チタン、ニオビウム、アルミニウム
またはTAN）に対してアレルギーのある患者
特長
ѹ

CARES® アバットメント（TAN）は、その優れた材料特性により、直接ベニアが可能であること
が証明されており、スクリュー固定式 1ピース金属修復物に最適

ѹ

CARES® アバットメント（ジルコニア）は、前歯部および歯肉が薄い患者さん用のアバットメント
に最適

ѹ アナトミックエマージェンスプロファイル
ѹ 患者さん固有のカスタマイズされたエマージェンスプロファイルが軟組織をサポートし、高い
審美性を実現
ѹ

Straumann® CARES® アバットメントは無償再製作が可能（条件はP42を参照下さい）
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4.1.1

CARES® ワークフロー（設計）

ステップ 1 − CARES® Visualの準備
「3．CARES® Visualの準備」の要件に従ってください。
ステップ2 − CARES® Visualによる設計
「Straumann® CARES® Visualソフトウェアマニュアル』に従って修復物を設計します。

4.1.2 Straumann® CARES® アバットメント（チタン）の調整
セメント固定式修復物用に純チタン（グレード4）を材料とするメゾアバットメントを製作します。
セメント固定式クラウン
ѹ

Straumann® CARES® アバットメント（チタン）をインプラントアナログに乗せ
ます。

ѹ 通法でセメント固定式シングルクラウンを製作します。
ѹ ベニアを施します。さらに、必要に応じて、最終修復物を研磨します。
注）アバットメントの修復接合部を保護するために、必ずポリッシングエイドを使用
してください。
歯科医院へ納品の準備
ѹ 修復物をきれいにしてから歯科医院に納品してください。
ѹ 最終修復物をマスター模型に手でしっかりと締めて固定してください。

4.1.3 Straumann® CARES® アバットメントチタン合金（TAN）の調整
アナトミック形態を持つCARES® アバットメント（TAN）は、直接ベニアが可能で
あることが証明されている、スクリュー固定式のソリューションです。
ѹ チタン合金（TAN）の熱膨張係数に適合した陶材で築盛してください。
ѹ

Straumann® CARES® アバットメントチタン合金（TAN）の熱膨張係数は、
9.9 × 10-6 / K（20 °
C〜500 °
C）です。

注）アバットメントのポーセレンベニアのレイヤーの厚さが均一になるよう十分
注意してください。
焼成により、機械的に安定で生体適合性のある酸化層が形成されます。
インプラントとアバットメントの接合部から酸化層を取り除かないでください。

16

ステップ 1 − サンドブラスト
サンドブラストには高品質コランダムを使用してください。
ѹ 粒径 120〜150 μm、圧力 0.2MPa（2 bar）
ѹ 対象に対して45°
の角度でサンドブラスト処理
ѹ 表面を蒸気洗浄
注）接合部はサンドブラスト処理をしないでください。接合部は、
ポリッシングエイドまたはインプラントアナログで保護してくだ
さい。
ステップ2 − クラウンへのベニア処理
重要：このステップは、それぞれのベニア用マテリアルメーカーの
加工手順に従ってください。
注）いずれのチタンベニア用マテリアルでも使用できます。

ステップ3 − クラウンの調整
ѹ 接合部とセラミックベニア処理間のエマージェンスプロファ
イル部を磨きます。
ѹ 接合部分はポリッシングエイドまたはインプラントアナログで
保護してください。
注）接合部分は磨かないでください。

ステップ4 − 歯科医院へ納品の準備
ѹ 修復物をきれいにしてから歯科医院に納品してください。
ѹ 最終修復物をマスター模型に手でしっかりと締めて固定して
ください。
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4.1.4 Straumann® CARES® アバットメント（ジルコニア）の調整
オプションA：スクリュー固定式クラウン

Straumann® CARES® アバットメント（ジルコニア）
ѹ ジルコニアの熱膨張係数に合った陶材を使用しスクリュー固定式クラウンを製
作します。
ѹ

Straumann® CARES® アバットメントジルコニアの熱膨張係数は、10.5 × 10-6 /
K（25 °
C〜500 °
C）です。

注）アバットメントのポーセレンベニアのレイヤーの厚さが均一になるよう十分
注意してください。

オプションB：セメント固定式クラウン
ѹ

Straumann® CARES® アバットメントジルコニアをインプラントアナログに乗せ
ます。

ѹ 通法でセメント固定式シングルクラウンを製作します。
ѹ ベニアを施します。

歯科医院へ納品の準備
ѹ 修復物をきれいにしてから歯科医院に納品してください。
ѹ 最終修復物をマスター模型に手でしっかりと締めて固定してください。
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4.1.5 装着（チェアサイド）
Straumann® CARES® アバットメント −（修復手順）
準備
ѹ ヒーリングキャップまたはテンポラリー修復物を取り外します。
ѹ マスター模型から上部構造を取り外し、アバットメントをアナログから緩めてから外します。
ѹ インプラントとアバットメントの内部を隅々まできれいにして乾燥させます。
注）トランスファーエイドを使用してください。アバットメントがインプラントに装着されている場合は、セメントは使用しないでくだ
さい。ジルコニア製のStraumann® CARES® アバットメントは、高圧蒸気滅菌や蒸気噴射で消毒したりすることはできません。

Straumann® CARES® アバットメントの装着
オプションA：スクリュー固定式クラウン
ѹ 消毒したStraumann® CARES® アバットメントをインプラントに装着します。
ѹ

SCSスクリュードライバー、ラチェット、トルクコントロールデバイスを用いて、
スクリューを35Ncmで締め付けます。

ѹ 脱脂綿やガッタパーチャなどを使いスクリューのアクセスホールを塞ぎます。
こうすることで、後からクラウンの交換が必要になった場合のアバットメントの
取り外しが可能になります。

上記は、Straumann® CARES® アバットメント（ジルコニア）の場合の一例です。

Straumann® CARES® アバットメント（TAN）も同じ手順で行います。

オプションB：セメント固定式クラウン
ѹ 消毒したStraumann® CARES® アバットメントをインプラントに装着します。
ѹ

SCSスクリュードライバー、ラチェット、トルクコントロールデバイスを用いて、
スクリューを35Ncmで締め付けます。

ѹ 脱脂綿やガッタパーチャなどを使いスクリューのアクセスホールをふさぎます。
こうすることで、後からクラウンの交換が必要になった場合のアバットメントの
取り外しが可能になります。
ѹ 上部構造をアバットメントにセメントで固定します。
ѹ 余分なセメントを取り除きます。
注）Straumann® CARES® アバットメント用のベーサルスクリューを使用してくだ
さい。
上記は、Straumann® CARES® アバットメント（ジルコニア）の場合の一例です。

Straumann® CARES® アバットメント（チタン）も同じ手順で行います。
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4.2 CARES® X-Stream™
CARES® X-Stream™ とはCARES® スキャナーシステムの機能で、カスタムアバットメント（チタン、
ジルコニア及びバリオベース）と上部構造（クラウン / ブリッジ / バー / オーバーデンチャー

フレーム）を同時設計、同時製作による作業時間短縮ソリューションであり、またその一方で
高品質の修復を保証するものです。

用途
ѹ

Straumann® CARES® アバットメント上の CARES® X-Stream™ 修復オプション用セメント固定式クラウン、
ブリッジ、またはオーバーデンチャーフレーム

ѹ

Straumann® CARES® Variobase® 上の CARES® X-Stream™ 修復オプション用スクリュー固定式クラウン、
ブリッジまたはオーバーデンチャーフレーム

修復オプション
「2.1

Straumann® CARES® システムによる修復オプション」で幅広い修復オプションについて説明しています

（4 ページをご参照ください）。
特長
ѹ 生産性の向上：患者修復に必要な修復用コンポーネントを1度の設計、1度の注文、1度の納品で完成できるため、
生産性が向上します。
ѹ 効率の向上：コンポーネント同士をフィットさせる高精度の補綴技術により、作業効率が向上します。
ѹ 検証済みの長期性能：長期性能を有するStraumann® インプラントとアバットメントの接合部検証済みです。
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4.2.1 CARES® ワークフローの設計
ステップ 1 − CARES® Visualの準備
「3．CARES® Visualの準備」の要件に従ってください。
ステップ2 − CARES® Visualによる設計
『 Straumann® CARES® ソフトウェアマニュアル』に従って修復物を設計します。

4.2.2 調整
Straumann® CARES® アバットメント上のCARES® X-Stream™ ワークフロー
ѹ 納品されたStraumann® CARES® アバットメント、CARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレーム
を開封します。
ѹ 必要に応じて、CARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレームを仕上げます。
注）セメント固定式修復物のみ可能です。
マテリアル特有の詳細な加工手順については、CARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレームの
マテリアルの『使用法』または、
『ベーシック インフォメーション

Straumann® CARES® 天然歯修復』をご参照

ください。

Straumann® Variobase® 上のCARES® X-Stream ワークフロー
ѹ 納品されたVariobase® およびCARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレームを開封します。
ѹ 必要に応じて、CARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレームを仕上げます。
注）セメント固定式並びにスクリュー固定式修復物も可能です。
マテリアル特有の詳細な加工手順については、特定の CARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャー
フレームのマテリアルの『使用法』または、
『ベーシック インフォメーション Straumann® CARES® 天然歯修復』
をご参照ください。
注）CARES® クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレームは、必要な場合にのみ加工してください。特定の
クラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレームの『使用法』に従ってください。CARES® クラウン、ブリッジ、
バー / オーバーデンチャーフレームはサンドブラスト処理しないでください。
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4.2.3 ボンディング
注）下記の説明は、CARES® X-Stream™ ワークフローのVariobase® 上にスクリューホール付で注文されたCARES® クラウン、ブリッジ、
バー / オーバーデンチャーフレームの修復に関するものです。

1

ステップ 1 − マスター模型上に固定
ベーサルスクリューを手で締め付けて、アバットメントをインプラ
ントアナログに固定します。または、オクルーザルスクリューを
手で締め付けて、コーピングをアバットメント上に固定します。
スクリューホールに余分なセメントが流れ込まないように、スク
リューホールをワックスで塞ぎます。
注）
ѹ 基本接着を強めるためにVariobase® をサンドブラスト処理
する必要はありません（ブリッジ、バー / オーバーデンチャー
フレームの場合適宜行ってください）。

2

ѹ

Variobase® に修復物を正確に装着させるために、ボンディ
ングはマスター模型上で行ってください。

ѹ クラウン用のVariobase® については、4つのカムが対称的に
なっているため、ボンディングの前にクラウンの位置が患者
口腔内の状態に合っていることを確認してください。
ステップ2 − ボンディング

Variobase® にセルフアドヒーシブセメント* を塗ります。セメ
ントメーカーの使用法に従ってください。補綴物をVariobase®
に接合します。
注）
ѹ 直ちにVariobase® 補綴コンポーネントから余分なセメント
を取り除き、セメントが乾いたら、修復物の下部のマージンを
磨きます。
ѹ 常にポリッシングエイドを使用してアバットメントの接合部を
保護してください。
ѹ ボンディング後、アバットメントを焼成しないでください。
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（脚注）

* ストローマン内で行った試験では、1 クラレノリタケデンタル株式会社 Panavia™ F2.0 レジンセメントをzerion®（ジルコニアセラミックス）コーピングに使用しました。

4.2.4 単独歯修復のためのトランスファーエイドの使用
アバットメント位置をマスター模型から患者さんに正確に移すために、アクリルを
使用してマスター模型に個別のインデックスを製作することが可能です。インデッ
クスは隣在歯を支えにして固定します。
注）スクリューのアクセスホールをアクリルで塞がないでください。アバットメ
ント内部にアクリルが入るとベーサルスクリューを緩めることができなくなる場
合があるので、アクリルが入らないようにしてください。

4.2.5 装着（チェアサイド）
最終修復物はマスター模型に固定されて歯科医院に納品されます。
ステップ 1 − 準備
ѹ ヒーリングキャップまたはテンポラリー修復物を取り外します。
ѹ マスター模型から上部構造を取り外し、アバットメントをアナログから緩めます。
ѹ インプラントとアバットメントの内部を隅々まで洗浄して乾燥します。
注）常にスレッドやスクリュー上部の表面を清潔に保ち、最終修復物には新しいスクリューを使用してください。
ステップ2 − 最終修復
オプションA：スクリュー固定式最終修復物
ѹ 消毒したStraumann® CARES® アバットメントとボンディングしたクラウンを
インプラントに装着します。SCSスクリュードライバー、ラチェット、トルクコント
ロールデバイスを用いて、スクリューを35Ncmで締め付けます。
ѹ 脱脂綿やガッタパーチャなどを使いスクリューのアクセスホールを塞ぎます。
こうすることで、後からクラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレーム
の交換が必要になった場合のStraumann® CARES® アバットメントの取り外し
が可能になります。

オプションB：セメント固定式最終修復物
ѹ 消毒したStraumann® CARES® アバットメントをインプラントに装着します。

SCSスクリュードライバー、ラチェット、トルクコントロールデバイスを用いて、
スクリューを35Ncmで締め付けます。
ѹ 脱脂綿やガッタパーチャなどを使いスクリューのアクセスホールを塞ぎます。
こうすることで、後からクラウン、ブリッジ、バー / オーバーデンチャーフレーム
の交換が必要になった場合のStraumann® CARES® アバットメントの取り外し
が可能になります。
ѹ 上部構造をアバットメントにセメントで固定します。
ѹ 余分なセメントを取り除きます。
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4.3 修復物：Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆
バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）*
用途

Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレームは、複数歯欠損または無歯顎患者
に対する補綴オプションで、インプラントまたはSRAアバットメントに直接固定されるメゾ構造の修復物です。
マテリアル
ѹ グレード4 純チタン
ѹ コバルトクロム合金（coron®）
禁忌
ѹ 歯ぎしりをする患者さんはデバイスに負担がかかります。
ѹ 以下のマテリアルの化学組成物にアレルギーまたは過敏症のある患者さん：coron®（コバルトクロム合金）：
コバルト（Co）、クロム（Cr）、タングステン（W）、シリコン（Si）、マンガン（Mn）、ニオブ（Nb）、グレード 4
純チタン（Ti）、TAN（チタン合金 Ti6Al7Nb）：チタン（Ti）、アルミニウム（Al）。

Straumann® スクリュー固定式アバットメント上のCARES® SRBB*についての注意点
CARES® SRBB*は、マスター模型に基づいてミリングすることを忘れないでください。したがって、CARES® SRBB*が適合するためには、口腔内の
精密な複製が不可欠です。

SRBB*については、マスター模型は口腔内の状態を表します。そのため、口腔内で最終アバットメント（SRA）を
35Ncmで締め付けた状態でアバットメントレベルの印象採得を行います。

アバットメントレベルの CARES®

SRA 用のインプラントアナログを用いてマスター模型を製作してください。
インプラントレベルのマスター模型を製作しアバットメントを手締め（35Ncm以下で）した場合、口腔内の状態を正確に再現できない事があります。
仮にその模型に適合したSRBB*を製作しても口腔内において高さや位置に差異が生じ、適合に影響を与える可能性があります。
そのためインプラントレベルのマスター模型を使用する場合はアバットメントを必ず35Ncmで締めてください。この事により口腔内の状態を正確
に再現する事ができます。
インプラントとアバットメントの接合部には公差があります。このためアバットメントの装着時には模型上と口腔内が同じになる様、同様の方法で
締める必要があります。そしてSRAアバットメント上のSRBB*を注文する際は、35Ncmでアバットメントを締結した模型を送ってください。
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（脚注）

* SRBBはCARES® インプラントブリッジ＆バー（オーバーデンチャーフレーム）の略語

特長

Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）の条件
2つのプラットフォーム間の
CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム
（SRBB）は以下のStraumann® プラットフォームで利用可能

Straumann® ソフトティッシュ
レベルインプラント
インプラント
レベル

Straumann® ボーンレベル
インプラント

アバットメント

Straumann® SRA

レベル

アバットメント

角度の許容範囲

Ti / Coron® 共に

Straumann®
CARES® インプラントブリッジ＆バー /
オーバーデンチャーフレーム（SRBB）
用のスクリュー

レギュラーネック（RN）

50°

synOcta® ベーサルスクリュー
048.356

30°

NC / RC インプラントブリッジ＆バー /
オーバーデンチャーフレーム（SRBB）
BL スクリュー 025.2926

ワイドネック（WN）
レギュラー CrossFit®（RC）
ナロー CrossFit®（NC）

D 4.6 mm

50°

NC / RC オクルーザルスクリュー、
コーピング用TAN、スクリュー固定式

D 3.5 mm

30°

アバットメント用023.4763

重要：異なるプラットフォームを互いに組み合わせる場合、角度の許容範囲の最小値が適用されます。
注）
ѹ

Straumann® インプラントアナログ（デジタル用）は、Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャー
フレーム（ SRBB）として使 用できません。「3.1 マスター模 型の製作」をご参照ください。要件が満たされていない 場合、

Straumannはオーダーを受け付けない場合があります。
ѹ 患者さんに対しては、常に新しいアバットメントスクリュー / オクルーザルスクリューを使用してください。
ѹ

CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）用スクリューは2016年7月より製品に同梱されます。
このスクリューは最終捕綴用（患者用）のものです。紛失した場合、もしくは技工用スクリューについては、上記の表に記載された
スクリューを使用してください。
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4.3.1 Straumann® CARES® インプラントブリッジ

用途
ѹ

Straumann® CARES® インプラントブリッジは、無歯顎、または部分欠損の症例に対し、直接
ベニア、または、レジン、人口歯と組み合わせて修復するためのフレームワークです。

特長
ѹ

2〜16ユニットの幅広い適用

ѹ

2〜16本のプラットフォームに装着可能
– ティッシュレベルインプラント（RN、WN）、ボーンレベルインプラント（NC 、RC）および

BL / TLを混合したインプラントプラットフォーム
–

SRAアバットメント

– インプラントレベルとアバットメントレベルのプラットフォームの混合
ѹ 前歯部ポンティックの最大数：4（犬歯間でのみ可能）
ѹ 臼歯部ポンティックの最大数：3
ѹ フリーエンドの最大数：エンドに付き1つ
ѹ

Straumann ® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレームは無 償
再製作が可能（条件はP42を参照下さい）
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4.3.1.1

CARES® ワークフロー（設計）

ステップ 1 − CARES® Visualの準備
「3．CARES® Visualの準備」の要件に従ってください。
注）唇面を中心に審美性の高いプランニングを実現するために、フルアナトミックのワックスアップの模型を製作し、
口腔内でサイズと位置を確認します。CARES® Visualの修復物を設計する際に、このワックスアップをスキャンして
製作することができます。
ステップ2 − CARES® Visualによる設計
修復物設計の詳細については、
『Straumann® CARES® Visual ソフトウェアマニュアル』を参照するか、CARES®
オンラインチュートリアルビデオもしくはオンラインヘルプをご覧ください。
ステップ3 − CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム注文プロセス
修復物のオーダーについては、
『Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム
のサービスおよび手順』
（40 ページ）をご参照ください。

4.3.1.2 調整
ステップ 1

Straumann® からブリッジとスクリューが納品
されます。
納品に際して、患者用と記録用のプロジェクト
番号ラベルが同梱されています。ブリッジはマス
ター模型上（インプラントアナログ / インプラ
ント）に直接装着でき、追加処理や研磨、調整
は不要です。

ステップ2
マスター模型上でテンションフリーの適合を確
認（シェフィールドテスト）し、対合歯模型と共
に咬合状態もチェックします。
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ステップ3（オプション）
適合を確認するために、ブリッジを歯科医院に送付して患者口腔内に試適します。
スクリューが破損していないことを確認し、SCSスクリュードライバーでスクリュー
を取り付けます。フリクションフィットが装着時のスクリューのインスツルメント
への固定を確実にし、安全に取扱いできます。
ステップ4
ベニア用マテリアルのメーカーからの指示に従って、ブリッジを準備します。
ステップ5
適切な方法でフレームワークをベニアします。フレームワークのマテリアルに適切
なベニア用マテリアルを選択します。必ず使用方法に従ってください。
注）ベニアの際には、解剖学上のガイドラインに注意してください。咬合について
は、

freedom in centric （中心咬合での自由度）の概念を適用してください。

ステップ6
マスター模型とブリッジを、スクリュー、添付文書、プロジェクト番号ラベルと
ともに歯科医院に送付します。
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4.3.1.3

装着（チェアサイド）

最終修復物はマスター模型に固定され、新しいスクリュー、プロジェクト番号ラベルと一緒に歯科
医院に納品されます。
ステップ 1
ヒーリングアバットメントまたはテンポラリー修復物を取り外します。
ステップ2
インプラント / SRAアバットメント内部を洗浄し乾燥させます。スクリューおよび
ブリッジを完全に洗浄してから装着します。
（洗浄、消毒、滅菌のガイドラインに
従って行ってください。
ステップ3
ブリッジの適合を確認し患者口腔内に固定します。シェフィールドテストを実施
し、適合に不備が認められる場合はブリッジを固定しないでください。
ステップ4
洗浄したブリッジをインプラント / SRAアバットメントに装着しスクリューを取り
付けます。SCSスクリュードライバー、ラチェット、トルクコントロールデバイスを
用いて、スクリューを35Ncmで、SRAアバットメントのオクルーザルスクリューを

15Ncmで締め付けます。
注）
フリクションフィットが装着時のスクリューのインスツルメントへの固定を確実に
するため、安全に取扱いできます。
ステップ5
スクリューのアクセスホールを脱脂綿やガッタパーチャ、コンポジットなどでふさ
ぎます。こうすることで、後からメンテナンスが必要になった際にブリッジを取り
外すことが可能になります。
ステップ6
充填剤で磨きます。
注）
追加のスクリューが必要な場合は、
「4.3修復：CARES® インプラントブリッジ＆
バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）」の「CARES® ンプラントブリッジ＆
バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）の条件」の表（25 ページ）で該当する
製品番号を確認してください。
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4.3.2 Straumann® CARES® バー / オーバーデンチャーフレーム

用途
固定式Straumann® CARES® バー / オーバーデンチャーフレームは、無歯顎の症例にレジンや人工
歯と共に直接適用する上部構造です。
可撤式Straumann® CARES® バー / オーバーデンチャーフレームは、無歯顎の症例にオーバーデン
チャーと組み合わせて使用する修復用コンポーネントです。
特長
ѹ

2〜10本のプラットフォームに装着可能
ѹ ティッシュレベルインプラント（RN、WN）、ボーンレベルインプラント（NC、RC）および

BL / TL をミックスしたインプラント
ѹ

SRAアバットメント

ѹ フリーエンドの拡張が可能
ѹ 多彩なバーのデザイン：

ѹ

ѹ

Dolder® U-shape（スタンダード / ミニ）

ѹ

Dolder® egg-shape（スタンダード / ミニ）

ѹ

Dolder® mix（ミックス：例 前歯部にegg-shaped 、U-shaped のフリーエンド）

ѹ

MP-Clip® バー*

ѹ

Ackermann-Bar® *

ѹ

Round Bar

ѹ

Milled bar

ѹ

Basic Fixed Bar

ѹ

Advanced Fixed Bar

Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレームは無償再
製作が可能（条件はP42を参照下さい）

* バー用のメール・フィメールコンポーネントは弊社ではお取扱いしておりません。
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Straumann® CARES® バー / オーバーデンチャーフレーム（可撤式）
Dolder® U-shape Bar

▪

U-型断面

▪ 安定したバーとマトリックスの組み合わせ

Dolder® Egg-shape Bar

Milled Bar

▪ 卵型断面

▪ 高さと幅が調整可能

▪ 垂直方向と回転が可能

▪
▪

、4°
、6°
、8°
ウォールテーパー
0°
Locator® バー、アバットメント用のスレッド

▪ アタッチメントの装着軸を調整
▪ アタッチメント単独に比べて、そしゃく力に
対する抵抗力が強い

Ackermann-Bar®

Round Bar

▪ 円形断面バー

▪ 円形断面バー

▪ コンパクトな 装 着を可能にする2 ライダー

▪ バーの直径 1.9 mm

MP-Clip® Bar

▪ 人工金属製マトリックスに対して経済的な
代替製品
▪ インサートを交換することにより、保持力

コンセプト
▪ バーの直径 1.8 mm

の強度を容易に調節可能
▪ バーの直径 1.8 mm

Straumann® CARES® バー / オーバーデンチャーフレーム（固定式）
Basic Fixed Bar（形状：ラムダ、クロス、台形、リバースT）

Advanced Fixed Bar

▪ レジンおよび人工アクリル製義歯の直接装着用

▪ レジンおよび人工アクリル製義歯の直接装着用

▪ 最終修復物内完全埋め込み型

▪ 最終修復物内完全埋め込み型

▪ 容易なティッシュリライニング、現在行われているティッシュマネー

▪ 良好に治癒し安定している長期無歯顎に最適

ジメントのための理想的なソリューション
▪ バーはサンドブラスト済みで納品

▪ バーはサンドブラスト済みで納品
▪ セラミックベニアブリッジに対する経済的な代替品

▪ セラミックベニアブリッジに対する経済的な代替品
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4.3.2.1 Straumann® CARES® バー（可撤式）
バーの位置決め
応力が適切に分散するように、咬合平面と平行にバーの位置を決め歯槽堤に対して生理的適切な
位置に配置します。バーを設計する際には、カバーデンチャーの装着経路を考慮してください。
水平に負荷がかかるのを避けるために、バーが咬合平面に対して平行になるように設計します*。

写真：Jager / Wirz 1994

CARES® ワークフロー（設計）
ステップ 1 − CARES® Visualの準備（可撤式および固定式補綴物）
「3．CARES® Visualの準備」の要件に従ってください。
注）審美性の高いバーのプランニングを行うために、オーバーデンチャーのセットアップをワックス
アップし、口腔内で適合を確認します。CARES® Visualでバーを設計する際に、ワックスアップを
スキャンして参考にすることが可能です。
ステップ2 − CARES® Visualによる設計
オンラインチュートリアルビデオやソフトウェア内の CARES® Visualガイドラインをご参照くだ
さい。
ステップ3 −

CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）の注文

プロセス
『 Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレームのサービス
および手順』
（40 ページ）に従ってオーダーします。

（脚注）
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* Jager, K. Wirz J. Unterkiefer-Hybridprothesen mit vier Implantaten. Eine In-Vitro-Spannungsanalyse.
Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 104, 1489-1494（1994）.

仕上げ

1

ステップ 1
バー / オーバーデンチャーフレームとスクリューを患者口腔内に装着します。納品に
際して、患者用と記録用にプロジェクト番号ラベルが同梱されています。ブリッジは
マスター模型（インプラントアナログ、インプラント）に直接装着でき、追加処理
や研磨、調整は不要です。
注）バーの形や横断面に変更を加えるとバーの適合に悪影響を及ぼすことがあり
ます。バーとバーコーピングの接合インターフェイスを変更したり弱めたりしない
でください。

2

ステップ2
マスター模型上でテンションフリーの適合を確認します（シェフィールドテスト
など）。
また対合模型とともに咬合状態もチェックします。
ステップ3（オプション）
適合を確認するために、ブリッジを歯科医院に送付して患者口腔内に試適します。
スクリューが破損していないことを確認し、SCSスクリュードライバーでスクリュー
を取り付けます。フリクションフィットが装着に際してスクリューのコンポーネント
への固定を確実にするため、安全に取扱いできます。

3

ステップ4
次の指示に従って最終修復物を製作します。
優れた適合を実現し、Straumann® CARES® バー / オーバーデンチャーフレームの
機能を最大限に活かすために、修復にはCARES® システム用のマトリックスを併用
することを推奨します（5.6 バー用メール、フィメールコンポーネント）
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MP-CLIP® バー
ѹ スペーサーをスリーブでバーに接合し、完全に適合することを確認します。

1

ѹ バーの高さに合わせてスリーブをカットし、スリーブと歯肉およびインプラントキャップ間の
スペースをワックスでブロックアウトしてください。
ѹ 通法に従いデンチャーを仕上げます。バーをデンチャーから取り除き、スペーサーをスリーブから
外します。インサートポジショナーでインサートを金属製スリーブに装着します。

Ackermann® 、Dolder® およびRoundバーマトリックス
Ackermann®：臼歯部にはAckermann® バーマトリックス Aを、前歯部にはマトリックスBを使用
します。

1

Dolder バー：バーの長さに合わせてマトリックスを短くします。デンチャーへの固定を確実に
®

するために、マトリックスは5 mm以上の長さである必要があります。

Ackermann® 、Dolder® およびRoundバー：マトリックスをバーに取り付けます。重合時にバー
とマトリックス間に対応するスペーサーを取り付けます。

Ackermann® およびRoundバー：マトリックスの早期摩耗を防ぎ、デンチャーの挿入軸の整合性
を達成するために、マトリックスを互いに平行に配置します（図 1）。マトリックス / バーと歯肉および
インプラントキャップ間のスペースをワックスでブロックアウトしてください（図

2）。デンチャーを

装着または取り外す際にマトリックスのラメラにたわみができるよう、必ず適切にブロックアウト

2

されるようにしてください。

Dolder® Bar：Dolder® Matrixの高さの半分をブロックアウトします（図 3）。
Ackermann® 、Dolder® およびRoundバー：通法に従ってデンチャーを仕上げます。
Milled Bar
ѹ アタッチメントおよびフィメールパーツをバーに取り付け、重合の準備をします。
ѹ バー、模型及びインプラントキャップ間のアンダーカットをブロックアウトします。
ѹ 通法に従ってデンチャーを仕上げます。
注）そしゃく時にインプラントに不要な負担がかかるのを避けるために、重合の際にはバーとマト
リックス間に対応するスペーサーを使用してください。これによって、修復物をバーに対して確実に
垂直に配置することができます。
バーマトリックスの保持力の変更
適切なアクチベーター / デアクチベーターを使用して、バーマトリックスの調整ができます。
ѹ マトリックスをきつくするためには、アクチベーターで壁を押し付けてください。
ѹ マトリックスをゆるくするためには、デアクチベーターで壁を押し開いてください。
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3

ステップ5
マスター模型、バー、修復物、スクリュー、プロジェクト番号ラベルを歯科医院に送付してください。

4

装着（チェアサイド）
最終修復物は、マスター模型に固定されて新しいスクリュー、プロジェクト番号
ラベルとともに歯科医院に納品されます。
ステップ 1
テンポラリー修復物を取り除きます。
ステップ2
インプラント / SRA アバットメント内部、スクリューおよびバー / オーバーデン
チャーフレームを洗浄し乾燥させます（洗浄、消毒、滅菌はガイドラインに従って
行ってください）。

4

ステップ3
バー / オーバーデンチャーフレームの適合を確認し患者口腔内に固定します。シェ
フィールドテストを実施し、適合に不備が認められる場合はバーを固定しないで
ください。
ステップ4
洗浄したバーをインプラントに装着しスクリューを取り付けます。SCSスクリュー
ドライバー、ラチェット、トルクコントロールデバイスを用いて、スクリューを

35Ncmで、SRAアバットメントのオクルーザルスクリューを15Ncmで締め付け
ます。
5

注）フリクションフィットが装着の際のスクリューのインスツルメントへの固定を
確実にするため、安全に取扱いできます。追加のスクリューが必要な場合は、
「4.3
修復：CARES® インプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）」
の「CARES® ンプラントブリッジ＆バー / オーバーデンチャーフレーム（SRBB）の
条件」の表（25 ページ）で該当する製品番号を確認してください
ステップ5
最終修復物を固定します。
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4.3.2.2 CARES® 固定式バー、固定式補綴物
本step-by-stepは、CARES® ベーシックおよびアドバンス固定式バーの取扱いガイドラインです。必要条件として
以下のステップを考慮してください。
ѹ 修復プランニングが完成し、治療チームの全員の間で調整済みであること。
ѹ 修復物のワックス試適を患者口腔内で確認済みであること。
ѹ

Straumannインプラントが既に埋入されていること。

ѹ マスター模型の正確性は、確認用ジグを使ってダブルチェック済みで、患者口腔内の状態を確実に正確に表して
いること。

ステップ 1

CARES® Visualで設計
CARES® 固定式バー / オーバーデンチャーフレームを最終修復物に適合させる
ために、ワックスアップをスキャンすることを推奨します（左の写真をご参照くだ
さい）。

CARES® アドバンス固定式バー：ワックスアップに従って、アクリル製 / 金属製の
仕上げ線を決定します。

CARES® ベーシック及びアドバンス固定式バーの設計の詳細については、CARES®
Visualソフトウェア内のガイドラインをご参照ください。

ステップ2
適合性の確認

CARES® 固定式バー / オーバーデンチャーフレームが納品されたら、マスター模型
上で適合を確認します。

ステップ2a
（オプション）
さらに適合を確認するために、バー / オーバーデンチャーフレームを歯科医院に
送付して患者口腔内で試適します。スクリューが破損していないことを確認し、

SCSスクリュードライバーでスクリューを取り付けます。フリクションフィットが
装着の際にスクリューのインスツルメントへの固定を確実するため、安全に取扱
いできます。

ステップ3
試適後のワックスアップをシリコンコアで採る
試適後のワックスアップをマスター模型に装着し、シリコンコアを採ります。
シリコンコアを外して、ワックスを流します（熱湯などで）。
バーをマスター模型に取り付け、歯やバーがシリコンコアに当たってないことを
確認し正しく装着されているか確かめます。
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ステップ4
バー / オーバーデンチャーフレームの準備
選択したベニアシステムに従ってアクリルを適用する場所にオペークを付けます。

ステップ5
アクリル適応の段階では、バー / オーバーデンチャーフレームのスクリューアク
セスホールをふさぎます。例えば、コットンアプリケーターを取り外したQチップ
を使用してバーのスクリューアクセスホールをふさぎます。アクリルを適用する
際に、Q チップのシャフトを十 分な長さ挿入して、スクリューアクセスホールを
ブロックアウトするようにします。

ステップ6
修復物の仕上げ
通法に従って修復物を加工し仕上げます。

ステップ7
患者口腔内に装着
ѹ バー / オーバーデンチャーの適合を確認してから、患者口腔内に固定します。
インプラントの表面が歯肉縁下の場合、X 線写真を撮って適合を確認してくだ
さい。
ѹ 適合に不備が認められる場合はバー / オーバーデンチャーを固定しないでくだ
さい。
ѹ 患者用には、常に新しいアバットメント / オクルーザルスクリューを使用してくだ
さい。
ѹ インプラントレベルのSRBB*用締め付けトルク：35Ncm
ѹ

SRAアバットメントの締め付けトルク：35Ncm

ѹ オクルーザルスクリューおよびアバットメントレベルSRBB1用の締め付けトルク：

15Ncm

（脚注）
® インプラントブリッジ＆バー

* SRBBはCARES

/ オーバーデンチャーフレームの略語
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5 補助インスツルメント
5.1 SCSスクリュードライバー
製品番号

製品

サイズ

マテリアル

046.400

SCSスクリュードライバー、極短

長さ 15 mm

Cronidur® 30

046.401

SCSスクリュードライバー、短

長さ 21 mm

Cronidur® 30

046.402

SCSスクリュードライバー、長

長さ 27 mm

Cronidur® 30

サイズ

マテリアル

長さ 84 mm

ステンレス製

5.2 ラチェットおよびトルクコントロールデバイス
製品番号

046.119

製品
ラチェット
（サービスインスツルメント付き）

046.049

トルクコントロールデバイス

長さ 82 mm

ステンレス製

046.064

ホールディングキー

長さ 85 mm

ステンレス製

サイズ

マテリアル

長さ 15 mm

ステンレス製

5.3 ポリッシングエイドおよびアナログホルダー
製品番号

製品
ポリッシングプロテクター、

046.245

（RN synOcta® コーピング用、
咬合スクリュー固定式）

025.2920
025.2920-04

NCポリッシングエイド

長さ 16 mm

ステンレス製

046.239

技工用アナログホルダー

長さ 105 mm

Al / スチール製

025.4920
025.4920-04

RCポリッシングエイド

長さ 16 mm

ステンレス製

025.0004
025.0004V4

SRAポリッシングエイド、
D 3.5 mm

–

TAN

025.0005
025.0005V4

SRAポリッシングエイド、
D 4.6 mm

–

TAN

025.0006

38

SRAプロセッシング
スクリューラボ用

長さ 20 mm

SST

5.4 バー用補助インスツルメント
製品番号

製品
全てのバーマトリックスのための
アクチベーターセット、3パーツ *

Dolder® バーミニ用
デアクチベーター*

Dolder® バースタンダード用
デアクチベーター*

サイズ

マテリアル

長さ 50 mm

ステンレス製

長さ 66 mm

Grilon BS / Brass

Length 66 mm

Grilon BS / Brass

サイズ

マテリアル

* この製品は弊社では取り扱っておりません。

5.5 Wax-up キット
製品番号

製品

Straumann® CARES® Wax-up
キット（Straumann® インプラント
のStraumann® 修復物用ワックス

019.0063

アップスリーブホルダー付き）

5.6 バー用メール＆フィメールコンポーネント
製品番号

製品

Dolder

サイズ

*

® バー

スペーサー付き、スタンダード

Méteaux 販売社で入手可能
Dolder® バー*

スペーサー付き、ミニ

Méteaux 販売社で入手可能
Round-Bar*

マテリアル

長さ 25 mm
高さ 2.75 mm

長さ 25 mm
高さ 3.5 mm

メス型パーツ

長さ 3.5 mm

コンポーネントは地元の Cendres +

高さ 3.6mm

Méteaux 販売社で入手可能
Ackermann-Bar®*
メス型パーツA

長さ 3.5 mm

コンポーネントは地元の Cendres +

高さ 3.5 mm

Méteaux 販売社で入手可能
Ackermann-Bar®*
メス型パーツB

長さ 3.5 mm

コンポーネントは地元の Cendres +

高さ 4.75 mm

Méteaux 販売社で入手可能
MP-Clip®*

メス型パーツ

長さ 5 mm

コンポーネントは地元の Cendres +

高さ 3 mm

Méteaux 販売社で入手可能
048.804V2
048.804V10
048.805V2
048.805V10

Zest Bar Anchor
スレッド直径：2 mm
Locator® バーアバットメント（2 パック）
Locator® 直径：
Locator® バーアバットメント（10パック）
Locator® バーメールプロセスパッケージ（2パック） 3.86 mm
Locator® バーメールプロセスパッケージ（10パック）

* この製品は弊社では取り扱っておりません。
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6 付録
6.1 Straumann® CARES® インプラントブリッジ＆バー（オーバーデンチャーフレーム）
（SRBB）− サービスとプロセス
オーダーサマリー（概要）のコンポーネントの注記に於いて模型を送付し、CARES® SRBB*の製作を希望するか
（チェックマークを外す）、もしくはデザインの送信だけで製作を希望するか（チェックマークを付ける）を選択する
事ができるようになりました。
（下記画面参照）
これはCARES® SRBB*全サイズ及びプラットフォームの組み合わせに対して可能です。
しかしながら、最良の精度を得るために、模型はミリングセンターへの送付をお勧めします。
模型を送付する場合は送信概要画面でコンポーネントの注記のチェックマークを外します。その後注文データをオン
ラインで当社に送信ください。
模型送付**に際しましてはクッション付き技工用ケース（下図）に洗浄したマスターモデルとマニュファクチャリング
フォーム（次ページ）を入れてください。フォームは模型毎に添付が必要です。技工用ケースに入れてしっかりと包み、
最後に包装を確認してください。宅急便で下記の住所までお送りください。
送り先：
〒289-1608
千葉県山武郡芝山町岩山125-3
プロロジスパーク成田3
エトコン・ジャパン株式会社

TEL：0120-418-995

クッション付き技工用ケース

お客様のデザインに合わせてCARES® インプラントブリッジまたはCARES® バーを製作します。
加工したバーとブリッジをマスター模型とともにお客様にお届けします。
模型製作上の注意点
ѹ マスター模型は可撤式のガム部分を付けて送付してください。
ѹ 使用できるのは新品のStraumann® インプラントアナログのみとなります。
ѹ マスターモデルは分割しないでください。

（脚注）
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* SRBBはCARES® インプラントブリッジ&バー / オーバーデンチャーフレームの略
** マニュファクチャリングフォームは次ページ参照

STRAUMANN® CARES®
SCREW-RETAINED BRIDGE AND
SCREW-RETAINED DOLDER® BAR
MANUFACTURING FORM
License /project number

JP

ライセンス番号 / プロジェクト番号

Name of contact person
担当者名

Phone number
電話番号

+81

E-mail

@

メールアドレス

Date

YYYY/MM /DD

日付

Address
住所

Help us streamline the manufacturing process. Please select

制作プロセス効率化の為にご協力ください。以下より選択頂き四角にチェックマークを付してください。

If the device conflicts with the stone model in the gingival area…
石膏模型の歯肉部位に製品が当たる場合

…a dental technician from Straumann may grind the conflicting area on the stone

model in order to inspect the fit of the device. Only applies if necessary!

ストローマンの社員（技工士）が製品検査を行うために石膏模型を削る事を承諾します。

Or
please do not grind the stone model.
石膏模型は削らないでください。

I accept that the fit of the device therefore cannot be inspected by a dental
technician from Straumann and that the device will not be CE-marked.

ストローマン社員（技工士）
による検査ができない事を承諾し、完成品のフィットでの品質を受け入れます。
また製品保証の対象外となる事を承諾します。
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6.2 関連カタログ・マニュアル
ベーシックインフォメーション Straumann® CARES® 天然歯修復
ベーシックインフォメーション SURGICAL PROCEDURES
ソフトウェアに関する詳細情報は、Straumann® CARES® Visualソフトウェア上のオンラインヘルプを参照ください。

6.3 再製作
対応可
ѹ 届いた時、作業中の破損
ѹ フィットが悪い
ѹ マージンが正しくない
ѹ 装着後の割れ等（装着日よりセラミック製：5 年、金属製：10 年まで）
対応不可
ѹ 色違い
ѹ データ送信後の変更や誤送信の場合
（キャンセルもできません）
再製作及び返金手順
①スキャナーからもう一度ご注文ください。
② 元製品納品書の該当製品部に
「再製作」と記載し、弊社カスタマーサービスへFax
（0120-418-089）
してください。
③ 元製品を②の納品書又はそのコピーと共に下記送付先にお送りください（苦情・分析の時はイベントレポートも
同梱してください）
。
④ 弊社で②及び③を確認し、返金処理致します。
お客様へお願い
品質向上のため、②の納品書記載時に再製作理由を添えていただけると多幸に存じ上げます。
送り先：
〒108-0014
東京都港区芝5-36-7
三田ベルジュビル6階
ストローマン・ジャパン株式会社
レギュラトリー&コンプライアンス

42

品質保証部

7 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

製造元による表示例

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社の指示
と忠告に従って使用してください。そうでない場合、Straumann社および販売

ロット / 製造番号

者は一切の責任を負いません。
製品番号

Straumann® CARES® CADCAM製品およびその他Straumann製品の取り
扱いにあたり、使用上の説明に従って安全かつ適切に使用するための十分な知識

放射線照射による滅菌済み

が必要となります。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。

最低温度制限
…min.

Straumann製品の使用者は、それぞれの患者さんに対し、どの製品がどの状況

…max.

に適当であるか否かを決定する義務を負います。

最高温度制限

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・関接的損害に対し、Straumann社および販売者は一切の責任を負い

…max.

ません。また使用者は、Straumann® システムとその使用法について定期的に学ぶ

温度制限
…min.

ことを強く推奨します。
注意

US連邦法により、この機器の販売は認可された歯科

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

医師に対してのみ、又は認可された歯科医師の指導の

対策を行ってください。

下で行うように規制されています。

記載内容の有効性について

再使用禁止（使い捨て用）

本書の発行により、旧版はすべて無効となります。
製品の販売について

非滅菌

www.straumann.jp/CARES

本書に記載されているパーツやインスツルーメントは歯科医師の注文および指示
に望月販売されていることが規定されています。

包装中の添付文書を参照

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、

使用期限厳守

弊社担当営業までお問い合わせください。
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

著作権
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
本文またはその一部を
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
または発行することはできません。
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
®
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
販売名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
商標です。

分類 高度管理医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 管理医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 一般医療機器
承認番号 00000XXX00000000
の書面による許可なくして複製
分類 高度管理医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 管理医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 一般医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 高度管理医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 管理医療機器
承認番号
00000XXX00000000
社の登録
分類 一般医療機器
承認番号 00000XXX00000000
分類 高度管理医療機器
承認番号 00000XXX00000000

Keep away from sunlight

Institut Straumann AG

Straumann Dental Implant SystemはInstitut Straumann AG

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。

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。

Dolder®は、スイス、School of Dentistry of Zürichの前理事、Eugen Dolder 教授の登録商標です。
Ackermann-Bar®は、スイス、Cendres + Métaux Holding SAの登録商標です。
MP-Clip®は、スイス、Cendres + Métaux Holding SAの登録商標です。
IPS e.max®は、リヒテンシュタインのIvoclar Vivadentの登録商標です。
iTeroでは、カリフォルニア州、Align Technology, Inc.の登録商標です。
3M録商標SPE™およびLava標または、3M会社あるいは3M Deutschland GmbH.
© Institut Straumann AG, 2015。無断複写・転載を禁じます。
Straumann® Dental Implant SystemはInstitut Straumann AG社の登録商標です。
Straumann®および／/または、ここに記載されるStraumann®からの商標およびロゴは、Straumann Holding AGおよび／/またはその子会社の登録商標です。
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取り扱い説明書を参照

www.straumann.jp/CARES

Visit us on Facebook

一般名称：
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計／製造ユニット
歯科インプラント技工用器材
歯科インプラント技工用器材
歯科インプラント技工用器材
歯科印象採得用器材
歯科用インプラント手術器具
歯科用インプラントアバットメント
歯科用インプラントアバットメント
歯科用インプラント用上部構造材
歯科用インプラント用上部構造材
歯科用インプラントアバットメント

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

分類：
一般医療機器
一般医療機器
一般医療機器
一般医療機器
一般医療機器
一般医療機器
高度管理医療機器
高度管理医療機器
管理医療機器
管理医療機器
高度管理医療機器

承認 / 認証 / 届出番号：

1 3B 1 X 1 0 1 63000 1 58
1 3B 1 X 1 0 1 6300030 1
1 3B 1 X 1 0 1 6300030 1
1 3B 1 X 1 0 1 63000303
1 3B 1 X 1 0 1 63000304
1 3B 1 X 1 0 1 63000305
22300BZX00 1 1 1 000
22300BZX00 1 13000
227AGBZX00091 000
227AGBZX00 1 15000
22800BZX00054000

［登録技工所］

6階

エトコン・ジャパン株式会社

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
0120-418-089
FAX（共通）：

TEL 受付時間：平日9：00 〜 17：30（デジタルサポートは18：00まで）
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
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。

JPC0248/2016.12 4K SP

販売名：
ストローマン CARES Scan CS2
ストローマン技工用アナログ
ストローマン技工用アナログ
ストローマン技工用ジェネラルツール
ストローマン技工用インプレッション
ストローマン インプラント用マニュアルツール
ストローマン Ti アバットメント
テンポラリー アバットメント
ストローマン CARES ジルコニア RN
ストローマン バーンアウトコーピング
ストローマン CARES アバットメント BL

or

