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カムログインプラントシステムの
システム情報

カムログインプラントシステム
カムログインプラントシステムは、長年の臨床経験とラボでの経験に基づ

いた、ユーザーフレンドリーな補綴主導型のインプラントシステムです。

カムログ製品は、最新の技術的基準に合わせて絶えず改良されています。

カムログインプラントシステムは、カムログ研究開発チームと、歯科医院・

大学および歯科技工士とのコラボレーションにより開発・製品化が継続的

に進められており、最新の技術開発にも対応しています。

カムログインプラントシステムは、多くのデータによって科学的に実証さ

れたシステムです。広範なパラメータ、例えばインプラント表面性状、イ

ンプラント埋入のタイミング、インプラント負荷時期、初期固定、連結デ

ザイン及び上部構造のタイプ等が、数多くの研究によって裏付けられてい

ます。長期予後試験においても優れた結果が得られています。

留意点
これから述べるカムログインプラントシステムに関する説明は、すぐにお

使いになられることを想定したものではありません。ご使用を開始される

際は、カムログインプラントシステムの扱いに熟練したエキスパートの指

導を仰ぐことを強く推奨いたします。カムログインプラントおよびアバッ

トメントの使用は、本システムの訓練を受けた歯科医師、口腔外科医およ

び歯科技工士に限られます。カムログでは適切な講習会および研修会を定

期的に開催しています。治療法の誤りは、インプラントの脱落やインプラ

ント周囲骨の重大な損失を招く恐れがあります。



クラウン・ブリッジ修復

5

システムイントロダクション

これは、習慣的な咬頭嵌合で約 1mm2 の横方向の自由な動きを可能にする

表面積約 1mm の前方咬合領域で実現することができます。これによって、

歯牙咬頭が後方咬合位置（中心咬合位）と最大咬合位との間をスムーズに

移動できるようになり、これはフリーダムインセントリックと呼ばれます。

事前に大臼歯状の形態にすることと組み合わせることによって、過剰負荷

を防ぐことができます。過剰に強力な歯列ならびに、垂直方向の咀嚼力に

よるインプラント／対咬歯軸への生理学的影響を考慮して、歯牙咬頭の過

剰な形成は避ける必要があります。個々のインプラントのクラウン修復の

誘導機能によって、過剰に強力な横方向の力が生じる場合がありますが、

これも避けなければなりません。ワックスアップなどであらかじめ適切な

計画を立てることが必要です。

近年インプラント補綴は歯科医療に不可欠なものとして確立されてきまし

た。患者サイドの期待と要望は確実に大きくなっています。従って、現在の

インプラント治療のコンセプトはその究極の目標として、審美・機能・

発音を含んだ心理社会的なリハビリテーションでなければなりません。

このことは、外傷で切歯を 1 本喪失したケースから、残存歯に歯周疾患の合

併症があるような複雑な治療、あるいは重度に吸収した上下顎の治療に到る

まで同様に当てはまるものです。

品質と専門性に対する要求の高まりは、チームメンバーの知識と経験を集約

する総合的なチームアプローチが必要であることを意味しています。近年の

インプラント修復は、細部への高度な配慮と臨床経験が求められます。この

ことは、補綴医、外科医、歯科技工士、歯科衛生士およびチェアサイドアシ

スタントなどのコ・デンタルスタッフすべてに当てはまります。カムログの

チームコンセプトでは、これらすべての要求が考慮されています。チームメ

ンバーによる合同の治療計画の後、治療の順序を構築し、明確に定義した特

定の手順が個々のチームメンバーに割り当てられます。

インプラントの補綴修復は、治療計画と製作に関して可能な限りシンプルか

つ安全に設計する必要があります。必要なインプラントの本数ならびにイン

プラントの長さおよび直径は、後に計画される修復と骨のインプラント埋入

部位に基づいて決定されます。インプラント埋入前の計画では、補綴からの

要求のみが重視されます（バックワードプランニング）。

補綴修復物の製作には、患者のことを第一に考えます。それは患者のニーズ

と希望がフォーカスおよび考慮されていなければなりません。また、解剖学

的関係および状態を考慮に入れることも必要です。天然歯は、歯周組織によっ

て弾性的に歯槽骨に接合していますが、インプラントは、骨とのオッセオイ

ンテグレーションによって歯槽骨に固定されます。それゆえにクラウン・ブ

リッジ修復物に加わる咀嚼力は、骨に直接伝達されます。このため咀嚼力は、

インプラントの長期的成功が得られるように、適切な咬設計を通して得られ

る生理学的プロセスによって反映される必要があります。

インプラント補綴に関する一般的な情報
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システムイントロダクション

カムログインプラントは科学的に証明されたチューブインチューブによるイ

ンプラント - アバットメント連結と 3 つの対称に位置したグルーブが付与さ

れています ( 幅 0.5 または 0.7mm、深さ 1.2mm)。

カムログアバットメントには、インプラントとの接合面の下部にインプラン

トおよびインプラントアナログのグルーブに適合する3つのカムがあります。

アバットメント挿入時、アバットメントのチューブがガイドとなり縦軸方向

へのシンプル、安全かつ容易な挿入と位置取りができ、3 つのカムがインプ

ラントのショルダー部に適確にあたります。

次いでカムがグルーブにかみ込む感触が得られるまでアバットメントを回転

させ陥合させます。その状態がアバットメントの最終位置です。

スクリューインプラントのインプラントネック部分にはスクェアーのグルー

ブが付与されています（K- シリーズの内部機構）。

K- シリーズのインプラントには、K- シリーズのアバットメントのみ使用がで

きます（ボールアタッチメント・ブリッジ用アバットメント等一部を除く）。

カムログコネクション (TUBE-IN-TUBETM)
によるインプラント -アバットメント連結

アバットメント

アバットメント
スクリュー

上部の内ネジ

グルーブ /
カムデザイン

下部の内ネジ

インプラント

インプラント内部の
アバットメントガイド
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使用できないケース
K- シリーズではグルーブが浅くなったため、Kの商品コード（K- シリーズ）

のスクリューインプラントに J の商品コードのついた従来のアバットメン

ト ( ボールアタッチメント・ブリッジ用アバットメントを除く ) およびイン

プレッションポストは使用できません。

ルートフォームインプラントのインプラントネック部分には丸いグルーブ

が付与されています。また、K- シリーズのアバットメントが使用できます

（PS を除く）。

尚、インプラントアナログには変更がありません（丸いグルーブ、従来の

ままの商品を使用）。

カムログインプラントシステムの継続的な開発の一環として、今後すべて

のアバットメントは K- シリーズが製造されます。K- シリーズのすべてのア

バットメントはスクリューインプラントK-シリーズのグルーブに装着でき、

またルートフォームインプラントにも使用できます。

K- シリーズのアバットメント

J の商品コードが付いた
アバットメント

Kの商品コードが付いた
スクリューインプラント

K- シリーズのカムの形態
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PS

システムイントロダクション

プラットフォームスイッチングのオプションは審美領域における軟・硬両

組織をサポートするために選択されます。インプラントのプラットフォー

ム部の直径に比べて PS 用アバットメント基底部が小さくなっているため、

インプラントのプラットフォーム上でインプラントとアバットメントの接

合面がインプラントの中心方向へシフトされます。

プラットフォームスイッチング PS用（オプション）
のアバットメント

スクリューインプラント K- シリーズに装着した PS 用のアバットメント

PS 用のアバットメントはテンポラリーアバットメント、エソミックアバットメントおよ
びユニバーサルアバットメントにてラインアップされています。

重要事項
・プラットフォームスイッチング（PS）用のジンジバフォーマー、アバッ

  トメント、インプレッションポストには “PS” がマーキングされており、 

   K の商品コードが付与されています。

・プラットフォームスイッチング（PS）用のオプションはスクリューイン

   プラント K- シリーズのみ使用することが可能です。
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カムログインプラントシステムの各パーツにはわかりやすいようにインプ

ラントの直径に合わせたカラーコードが施されています。

例えば、インプレッションポストとインプラントアナログを使用する際に

は、お互いの直径が一致していることをカラーコードにて確認する必要が

あります。カラーコード（直径）の異なるパーツを装着して使用しないで

ください。

カラーコード

カムログの外科及び補綴パーツのカラーコード

カラー　　　　   直径　　　　　

グレー　　　           3.3 mm

イエロー　　　       3.8 mm

レッド　　　           4.3 mm

ブルー　　　           5.0 mm

グリーン　　           6.0 mm
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補綴修復のプランニング

近年のインプラント補綴はバックワードプランニングと呼ばれ、治療の最終

的な目標（ゴール）を基準に進めていくように計画されます。特にこれは補

綴的に最適な位置に対して、インプラント治療に先立って必要な骨量をグラ

フトなどによって確保する際に適用されます。

技工サイドでのワックスアップ／セットアップをもとに、機能、発音、およ

び衛生の観点における補綴主導型のインプラント埋入位置とサイズの決定が

必要です。補綴のデザインならびにインプラント埋入位置および軸方向は、

歯科医師と歯科技工士の密接な連携によって決定され治療選択肢に関する情

報をお互いに共有している必要があります。

インプラントへの荷重および歯冠長などの機能的、軟組織の支持などの審美

的、または清掃性などの衛生的な理由などで、元の歯牙の位置に隣接した部

分へのインプラントの埋入が固定式の修復に適さない場合は、可撤式の補綴

物を計画する必要があります。

はじめに ワックスアップ /セットアップによるサイズの調整

模型で計画した修復に必要なスペースを確認するために、シリコンインデッ

クスを使用します。修復物は、アバットメントを使用しないで直接ワック

スにワックスアップ／セットアップとして模型を作製します。その際、補

綴の計画やインプラントの軸方向、歯肉のライン、歯槽堤および残存歯列

を考慮に入れます。
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次に、ワックスアップ／セットアップをもとにシリコンインデックスを作製

します。シリコンインデックスは、歯列弓全体の舌側から唇側／頬側全てを

カバーしてください。硬化後は、切歯または咬合正中線に沿って分割します。

ワックスアップ／セットアップを取り除いたら、対応するどちらか一方のシ

リコンインデックス（頬側または口蓋／舌側）によって補綴修復に必要なス

ペースが示されます。そこで模型にアバットメントを装着し、審美性および

機能性を得るための上部構造を考えたアバットメントの形成を行います。

シリコンインデックス

シリコンインデックスを作製することによってアバットメントの迅速なサ

イズ調整が可能となり、そしてまた、後の作業ステップでもシリコンイン

デックスを利用することができます。

顎との関係について

顎の関係は荷重方向に影響を与えるため、インプラントの軸方向にも影響

します。この点はクロスバイトの状態では特に重要です。Ⅱ級咬合の場合、

軟組織の支持が必要であることと、舌のスペースを狭くすべきではないた

め、インプラントに対して正確にクラウンを装着できません。この場合、

可撤式の補綴物が適応となります。

診断用模型

診断用模型には、咬合面だけでなく、臼後領域および前庭ひだも明確に再

現する必要があります。また、フェイスボウと中心咬合位のバイトを用い

て調節性咬合器に装着します。咬合高径の修正が必要な場合は、インプラ

ント支持の補綴修復を開始する前に、スプリントまたは長期プロビジョナ

ルによって治療を行う必要があります。

プランニング用テンプレート

プランニング用テンプレートは、計画したインプラント埋入位置を口腔内

で診査する目的で作製します。このテンプレートは、後にドリリング用テ

ンプレートに転用することができます。また、X 線不透過性の材料で基準

点を施すことによって、インプラント埋入位置の決定のための X 線による

診断の際に使用することができます。
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補綴修復のプランニング

プランニング用テンプレートをワックスアップ／セットアップを施した模型

から作製する際に、CT プランニングチューブを理想的なインプラント埋入

位置に装着すると、X 線画像上で基準位置として用いることができます。チ

タン製であるため CT 撮影時にアーチファクトが生じにくくなっています。

この CT プランニングチューブは 2 つのパーツで構成され、下部パーツ（4.0

ｍｍ）はテンプレートの中に重合時に残り、ここに上部パーツを挿入して使

用します。X線診断時にはこの 2つのパーツを一体化させた状態（10.0ｍｍ）

で使用し、ドリリングの際は上部のパーツを外して使用します。使用する解

析用ソフトウェアに応じて、CT プランニング用チタンチューブまたはその

他の X 線造影性のあるポジショニング用コンポーネント（スチール、硫酸バ

リウムなど）を装着します。CT プランニングチューブを歯肉に直接接触す

るように装着すると、CT スキャンで歯肉の厚みが計測できます。詳細に関

しては、各システムのマニュアルをご参照ください。

CT プランニングチューブに代わる方法として、サージカルガイドを用いた

インプラント埋入窩の形成からスクリューインプラント埋入まで行うことの

できるカムログガイドも使用することができます。詳しくはカムログガイド

システムのパンフレットをご覧ください。

CT プランニングチューブを用いた X線／ドリリング
用テンプレート

10 mm

CT プランニングチューブを用いたプランニング用
テンプレート

チューブと接触面積が少ない X線用テンプレート

X 線造影性のある歯牙、埋入したチューブおよびコン
ピュータによるインプラントプランニングのためのレ
ファレンス本体を伴う X線用テンプレート

テンプレート作製用ドリル
直径 2.6 mm
A2050.2600

ドリリング用テンプレートとしてチューブ上部を外した
状態のテンプレート

直径 2.0mmパイロットドリル用
CTプラニングチューブ
A2002.2000

直径 2.5 mm ( 外径 )

4 mm

直径 2.1mm 
( 内径 )
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補綴計画を考慮して、歯科医師と技工士が協力してアバットメントを選択す

る必要があります。また、アバットメントの選択の際、アバットメントセレ

クションキット（K8011.1000）を使用することによって歯肉の高さや角度

等の確認ができます。

シリコンインデックスを使用して、模型に適したアバットメントを選択しま

す。選択の際は特にインプラントの軸方向、インプラントの長さ、歯肉の高さ、

カムの位置（アングルアバットメント使用時に必要）および咬合レベルに対

する咬合高径に注意することが重要です。

アバットメントの選択

インプラントの軸方向
ストレートタイプのアバットメントでは、インプラントの軸方向を約 10°

まで補正することができます。また、これより大きな補正が必要な場合は、

15°および 20°アングルのアバットメント等を選択する必要があります。

エソミックアバットメントにおける歯肉の高さの選択
この選択基準として、粘膜の厚さ（最大部）が重要になります。最終的なク

ラウン辺縁部は前庭で歯肉下 1.0 ～ 1.5mm に位置する必要があるため、適

切な歯肉の高さのエソミックアバットメントを選択します。クラウンマージ

ン部は、衛生面および審美的な観点から後に形成することが可能です。残っ

たセメントを安全に取り除くことができるように、セメント修復ではセメン

トギャップが歯肉下 1.5 ～ 2.0mmより深くならないようにします。

咬合レベルに対する咬合高径
補綴計画では、インプラントの長さが重要な役割を果たします。インプラ

ントと骨の界面への負荷は、補綴物の荷重アーム（骨頂より上のインプラ

ント長とインプラントショルダーより上の歯冠長を合わせた長さに相当）

に対するオッセオインテグレーションに関連した抵抗によって生じる歯冠

とインプラント長比の結果です。この関係において、インプラントの長さ

がクラウンの長さより小さい場合は、補綴物を連結するなどして、負荷を

分散する必要があります。単冠修復におけるクラウンの長さの最適な比率

はインプラントの長さに対して< 0.8 です。

歯間の狭い場合
隣在歯との関係等でスペースが限られている場合は、エソミックアバット

メントインセットタイプを使用することができます。このアバットメント

は、立ち上がり部分がインプラントの径と同じ径で立ち上がっています。

IL

IL

CL

CL
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J
J のタイプのカムがつ
いています

補綴修復のプランニング

各アバットメント適応例

テンポラリーアバットメント
審美的に重要な領域におけるクラウン・ブリッジ修復による暫間修復および

プラットフォームスイッチング。

エソミックアバットメント ( ストレート /アングル付き）
審美的に重要な領域におけるセメント固定のシングルクラウン・ブリッジ修

復、インプラント軸傾斜の補正、およびプラットフォームスイッチング。

ユニバーサルアバットメント
セメント固定のシングルクラウン・ブリッジ修復、テレスコープクラウン法、

およびプラットフォームスイッチング。

UCLA アバットメント
鋳接のテクニックを用いてのシングルクラウン、セメント固定のカスタム

アバットメントおよびテレスコープクラウン法。

チタンベースアバットメント D タイプ
メゾストラクチャー及び上部構造体との接着による修復。
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インプレッションポストおよび
インプレッションポスト PS

模型の作製

模型の作製には、印象採得の際に使用したインプレッションポストに加え

て、ヘックススクリュードライバーと対応する直径のインプラントアナロ

グが必要です。ヘックススクリュードライバーを使用して、インプラント

アナログとインプレッションポストを固定スクリューにて手で締め込みます。

カムログインプラントシステムのパーツを用いて印象を採得し、作業模型を

作製します。カムログインプラントシステムの一つ一つのパーツは高精度に

製作されており、回転方向への誤差を最小限に抑えることができ、クローズ

ドトレー用およびオープントレー用の印象システムが用意されています。使

用手順もシンプルで、インプラントレベルの印象を正確に模型にトランス

ファーすることができます。

印象採得および模型の作製

印象は、オープントレー法またはクローズドトレー法を用いてそれぞれのイ

ンプレッションポストで採得します。プラットフォームスイッチングのオプ

ションには、インプレッションポスト PS を使用してください。また、イン

プレッションポストには専用の固定スクリューが付属しています。

使用するインスツルメント

ヘックススクリュードライバー
（エクストラショート／ショート／ロング）

インプラントアナログ

注記
インプレッションポスト PS（オープントレー法またはクローズドト

レー法）を用いた印象採得や模型の作製はスタンダードタイプの印象

採得の場合と同様です。

重要事項
インプレッションポストおよびインプラントアナログを加工して使用する

ことはできません。

インプラントアナログ（Ø3.3/3.8/4.3/5.0/6.0 mm）

オープントレー用のインプレッショ

ンポストには固定スクリュー（長い

場合は 3mm 短縮可能）が付属して

います。またプラットフォームスイッ

チング用のインプレッションポスト

には PS のマーキングが施してありま

す。

クローズドトレー用のインプレッ

ションポストには固定スクリューが

付属しています。また プラットフォー

ムスイッチング用のインプレッショ

ンポストには PS のマーキングが施し

てあります。



クラウン・ブリッジ修復

16

模型の作製

カムログアバットメントの模型作製
以下に説明する模型の作製手順は、下記アバットメントの各タイプ（PSアバッ

トメントを含む）に関するカムログインプラントのすべての直径で共通して

います。

ユニバーサルアバットメント

エソミックアバットメント ( ストレート /アングル )

UCLA アバットメント 

テンポラリーアバットメント

チタンベースアバットメント D タイプ

J
J のタイプのカムがつ
いています
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クローズドトレー法

ヘックススクリュードライバーを使用して手で固定スクリューを締め込みま

す。

インプラント
アナログ

作製の準備
印象採得後、トランスファーキャップが印象内に取り込まれます。

クローズドトレー用のインプレッションポストをインプラントアナログに装

着します（確実に固定するよう注意してください）。

インプレッションポスト
( クローズドトレー用 )

固定スクリュー

トランスファーキャップ

トランスファーキャップ内にインプレッションポストをトランスファー

キャップのガイド溝に正しくかみ合っていることを確認しながら戻します。

この際、接着剤等は絶対に使用しないでください。

ガイド溝
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模型の作製

模型の作製
印象を用いて石膏模型を作成します。その際、インプレッションポストの固

定スクリューは緩めないでください。石膏が硬化後、印象を取り外して、イ

ンプラントアナログからインプレッションポストの固定スクリューを取り外

します。

ヒント：
模型作製の際はジンジバマスクを装着することを推奨します。周囲の歯肉は

弾性を有しており、特に歯肉下のクラウン辺縁部と審美エリアの修復を忠実

に表しています。これによってクラウン輪郭の理想的なデザインが得やすく

なります。

ヒント：
インプレッションポストを使用して咬合採得を行った場合、石膏模型から印

象を取り外した後、インプレッションポストにバイトレジストレーション

キャップを取り付け、模型を咬合器に装着することができます。

注記
インプレッションポスト PS クローズドトレーを用いた印象および

咬合採得や模型の作製はスタンダードのタイプの場合と同様です。

バイトレジストレーション
キャップ
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オープントレー法

作製準備
印象採得後、オープントレー用インプレッションポストを印象に残したまま

にします。

オープントレー用インプレッションポストをインプラントアナログに装着し

ます。そして、ヘックススクリュードライバーを使用して固定スクリューを

手締めします。

模型の作製
印象を用いて石膏模型を作成します。石膏が硬化後、インプラントアナログ

からインプレッションポストの固定スクリューを取り外し印象を取り外しま

す。

ヒント：
模型作製の際はジンジバマスクを装着することを推奨します。周囲の歯肉は

弾性を有しており、特に歯肉下のクラウン辺縁部と審美エリアの修復を忠実

に表しています。これによってクラウン輪郭の理想的なデザインが得られや

すくなります。

注記
オープントレー用インプレッションポスト PS を用いた模型の作製

はスタンダードのタイプの場合と同様です。
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模型の作製

模型用マージントリマーチップ
模型作製時にジンジバマスクを形成しなかった場合、専用のトリマーチップ

を用いてエマージェンスプロファイル部分を再加工することができます。イ

ンプラントアナログのショルダー部分を露出することによって、確実にア

バットメントを装着することができます。

その他付属品

模型を作製した後、インプレッションポストを取り外します。この段階では

ショルダー部分の石膏を取り除かなくてはアバットメントを装着することが

できません。
下まで完全に回転させると、マージントリマーチップはインプラントアナ

ログのショルダーの高さに位置します。

ヘックススクリュードライバーを使用してガイドピンを取り外した後、イ

ンプラントアナログにアバットメントを挿入します。

ユニバーサルハンドルにマージントリマーチップを装着します。ヘックス

スクリュードライバーを使用してガイドピンをインプラントアナログに取

り付け、マージントリマーチップを挿入し、時計回りに回して石膏を削り

ます。
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テンポラリーアバットメントについて

テンポラリーアバットメント
PEEK 製のテンポラリーアバットメントは、審美的な修復で使用できるように

設計されています。このアバットメントは、必要に応じて 6ヵ月までの長期

の暫間修復に使用することも可能です。審美的でかつ咬合機能させない即時

修復を伴うインプラント即時埋入の利点は、特に審美部位において歯周また

はインプラント周囲組織がサポートされることにあります。インプラントお

よびインプラント周囲組織の充分な治癒期間（オッセオインテグレーション）

を経過後に、最終補綴のための印象採得をします。

インプラント -
アバットメント
接合部

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント ( すべてのインプラントタイプに対応※）
商品コード

テンポラリーアバットメント

スクリュー付

※3.3mmはありません

インプラント直径

テンポラリーアバットメントの高さは 12.0mmで、インプラント

直径 3.8 ／ 4.3 ／ 5.0 ／ 6.0mmが用意されています。

テンポラリーアバットメント PS
プラットフォームスイッチングで軟組織のマネージメントを適切に行うため

に、軟組織の治癒にはジンジバフォーマー PS を使用し、テンポラリーアバッ

トメント PS を使用する必要があります。ジンジバフォーマー PS と同様に、

テンポラリーアバットメント PS もインプラント - アバットメント接合部にお

けるアバットメント側の径が小さく、インプラントショルダー上に軟組織が

適合するようになっています。

K2241.3800         K2241.4300          K2241.5000         K2241.6000

3.8mm                   4.3mm                   5.0mm                  6.0mm

12.0 mm

スクリューインプラント
K- シリーズ

テンポラリーアバットメント PS (K- シリーズのスクリューインプラントのみ使用可能※）
商品コード

テンポラリーアバットメント PS

スクリュー付

※3.3mmはありません

インプラント直径

テンポラリーアバットメント PS の高さは 12.0mmで、インプラント

直径 3.8 ／ 4.3 ／ 5.0 ／ 6.0mmが用意されています。

K2208.3800        K2208.4300          K2208.5000         K2208.6000

3.8mm                   4.3mm                   5.0mm                  6.0mm

12.0 mm
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テンポラリーアバットメント

模型作製の際はジンジバマスクを装着することを推奨します。模型のインプ

ラントアナログにテンポラリーアバットメントを埋入し、カムがインプラン

トアナログのグルーブかみ合うまで回転させます。アバットメントにラボス

クリューを挿入し、ヘックススクリュードライバーで手締めします。

注記
テンポラリーアバットメント PS を使用した暫間補綴物の作製は

スタンダードのタイプの場合と同様です。

暫間補綴物の作製

ヒント：
インプラントの埋入の後、テンポラリーアバットメントを口腔内のインプ

ラントに装着し、アバットメントの補正のために理想的な形成ライン（歯

肉ライン、咬合高径等）をアバットメントにマーキングします。

ヘックススクリュー
ドライバー

ラボスクリュー

歯肉ラインと歯の長さに従って、形成のためのマージンおよび咬合高径をア

バットメントにマーキングします。

マーキングに合わせて通常の歯周補綴と同様に形成します。
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形成時にインプラントアナログまたはユニバーサルハンドルに装着したア

バットメント形成用インサートを使用すると便利です。

ヒント：
挿入位置が簡単に判別できるようにアバットメントの唇側面にマークを付与

します。

続いて、通常の方法でテンポラリーアバットメント上に暫間補綴物を作製

します。

ブリッジのケースでは必要に応じて、金属補強などを行います。

ブリッジの再建に関する説明
インプラント軸方向で示されたアバットメントの埋入方向はほとんどの

場合一致しません。このため、ブリッジの場合、アバットメントと上部別々

に作製します。この場合、初めにテンポラリーアバットメントをインプ

ラントに装着した後、テンポラリーブリッジを装着するようにします

（パッシブフィット）。インプラントアナログ上での
アバットメントの形成

シャンファー形態やクラウンマージンは審美的な即時修復では歯肉マージン

と同位置に、即時以外のインプラント周囲組織の解剖学的立ち上がり形態を

獲得するために 1.0－1.5mm歯肉縁下に位置させます。
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エソミックアバットメント

エソミックアバットメント
エソミックアバットメントを使用して審美的に難しい部位でセメントクラウ

ン・ブリッジ修復物の作製が可能になります。エソミックアバットメントは

チタン合金製で、ストレートとアングル（15º および 20º、タイプ A および

B）が用意されており、咬合高径に応じて個々にカスタマイズすることがで

きます。

解剖学的な形態がショルダー部に付与されており、また 2 種類の歯肉の高さ

が選択可能なため、ショルダー部のカスタマイズにおいて時間の短縮が可能

です。選択可能な歯肉の高さ（GH）は 1.0‒1.8mm と 3.0‒4.5mm となって

います。

エソミックアバットメントについて

アバットメントの楕円形の形は、シングルクラウンにおいて回転防止機構と

して作用します。

GH: 1.0-1.8 mm

プラットフォームスイッチング（オプション）の場合には、エソミックアバッ

トメント PS を使用してください。

エソミックアバットメントの歯肉の高さ（GH）
（ストレートおよびアングル）

GH: 3.0-4.5 mm

エソミックアバットメントはインプラントの直径に応じてチューブ部分がカ

ラーコードされており、また固定スクリューも付属しています。エソミック

アバットメントは、歯肉の高さに応じたさまざまな高さ（下表 PHx1 ／ x2 を

参照）によって選択できます。

PH: x1

PH: x2

エソミックアバットメントの高さ（PH）
（ストレートおよびアングル）
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エソミックアバットメント ストレート
エソミックアバットメントの加工はストレート・アングルともに同様です。

エソミックアバットメント ストレート　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

GH：歯肉の高さ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

直径 (mm)

K2226.3810

GH (mm)
PH (mm)

K2226.3830 K2226.4310 K2226.4330 K2226.5010 K2226.5030 K2226.6010 K2226.6030

3.8 3.8 4.3 4.3 5.0 5.0 6.0 6.0

11.7 9.0 11.7 9.0 11.7 9.0 11.7
1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8
9.0

3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5

エソミックアバットメント 15°20°アングル　タイプ A/B
エソミックアバットメントには、アングルアバットメントのタイプ A および

B が選択できます。タイプ A では、アングルの付いた方向と逆の方向にカム

の 1 つが位置します（従来のアバットメントと同様）。タイプ B は、タイプ

A のカムの位置が 60º ずれた位置にきます。この両タイプから選択できるこ

とで、6つの位置から補綴物の方向を選択することができます。

・

タイプA：アングルの付いた方向と
逆の方向にカムの一つが位置します

タイプ B：アングルの付いた方向に
カムの一つが位置します

タイプ B：下面
カムの位置を 60°補正

タイプ A：下面

11.5 8.8 11.5 9.0 11.7 9.0 11.88.8

エソミックアバットメント 15°アングル タイプ A　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

K2227.3810

GH (mm)
PH (mm)

K2227.3830 K2227.4310 K2227.4330 K2227.5010 K2227.5030 K2227.6010 K2227.6030

3.8 3.8 4.3 4.3 5.0 5.0 6.0 6.0

11.5 8.8 11.5 9.0 11.7 9.0 11.8
1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8
8.8

3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5

エソミックアバットメント 15°アングル タイプ B　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

K2228.3810

GH (mm)
PH (mm)

K2228.3830 K2228.4310 K2228.4330 K2228.5010 K2228.5030 K2228.6010 K2228.6030

3.8 3.8 4.3 4.3 5.0 5.0 6.0 6.0
1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.83.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5
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11.4 8.7 11.4 8.9 11.5 9.1 11.98.7

エソミックアバットメント 20°アングル タイプ A　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

K2231.3810

GH (mm)
PH (mm)

K2231.3830 K2231.4310 K2231.4330 K2231.5010 K2231.5030 K2231.6010 K2231.6030

3.8 3.8 4.3 4.3 5.0 5.0 6.0 6.0

11.4 8.7 11.4 8.9 11.5 9.1 11.9
1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8
8.7

3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5

エソミックアバットメント 20°アングル タイプ B　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

K2232.3810

GH (mm)
PH (mm)

K2232.3830 K2232.4310 K2232.4330 K2232.5010 K2232.5030 K2232.6010 K2232.6030

3.8 3.8 4.3 4.3 5.0 5.0 6.0 6.0
1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-1.83.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

エソミックアバットメント  インセットタイプ　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)
GH (mm)
PH (mm)

K2235.3315 K2235.3815 K2235.4315 K2235.5015 K2235.6015

3.3 3.8 4.3 5.0 6.0
1.5-2.8 1.5-2.81.5-2.8 1.5-2.8 1.5-2.8

GH：歯肉の高さ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

エソミックアバットメント

エソミックアバットメント インセットタイプ
歯間のスペースが限られている場合、エソミックアバットメント インセット

タイプが使用することができます。アバットメントショルダー部の直径は、

インプラントの直径と同一に設計されており、ストレートに立ち上がってい

ます。また、歯肉の高さ（GH）は、1.5 ～ 2.8mm の解剖学的形態が付与さ

れています。

GH：歯肉の高さ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）
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スクリューインプラント
K- シリーズ

エソミックアバットメント PS 15º アングル タイプ A　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)
GH (mm)
PH (mm)

K2203.3815 K2203.4315 K2203.5015 K2203.6015

3.8 4.3 5.0 6.0

9.5 9.6 9.5 9.6
1.5-2.5 1.5-2.51.5-2.5 1.5-2.5

エソミックアバットメント PS 15º アングル タイプ B　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)
GH (mm)
PH (mm)

K2204.3815 K2204.4315 K2204.5015 K2204.6015

3.8 4.3 5.0 6.0

9.5 9.6 9.5 9.6
1.5-2.5 1.5-2.51.5-2.5 1.5-2.5

エソミックアバットメント PS
プラットフォームスイッチングを使用して軟組織のマネージメントを適切に

行うために、治癒にはジンジバフォーマー PS を使用します。また、この場

合アバットメントにはエソミックアバットメント PS を使用してください。

ジンジバフォーマー PS と同様にエソミックアバットメント PS はインプラン

ト - アバットメント接合部におけるアバットメント側の径が小さく、インプ

ラントショルダー上に軟組織が適合するようになっています。

エソミックアバットメント PS ストレート　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

GH：歯肉の高さ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

直径 (mm)
GH (mm)
PH (mm)

K2202.3815 K2202.4315 K2202.5015 K2202.6015

3.8 4.3 5.0 6.0

9.7 9.7 9.7 9.7
1.5-2.5 1.5-2.51.5-2.5 1.5-2.5

エソミックアバットメント PS  ストレート
エソミックアバットメント PS の加工はストレート・アングルともに同様で

す。

エソミックアバットメント PS

インプラント -
アバットメント接合部

注記：エソミックアバットメント PS を使用した暫間補綴物の作製は
　　　  スタンダードタイプの場合と同様です。

エソミックアバットメント PS 15º アングル タイプ A/B
エソミックアバットメント PS 15°アングルではタイプ Aおよびタイプ Bが選択できます。
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アバットメントセレクションアナログ ストレート

アバットメントセレクションキット

エソミックアバットメント

アバットメントセレクションアナログ
模型を作製した後、カラーコード化されたアバットメントセレクションアナ

ログを使用して上部構造に適したエソミックアバットメントを迅速かつ簡単

に選択することができます。このアバットメントセレクションアナログを使

用することによって、実物のアバットメントを在庫する必要がなくなりまし

た。

アバットメントセレクションアナログは、実際のエソミックアバットメント

と同じ形状をしています。また、プラスチック製で、1ヶ所にカムが付与され、

アナログ全体にカラーコードされています。アバットメントセレクションア

ナログは、セットおよび単品（2ヶ入）にて販売しております。

アバットメントセレクションアナログを使用して、模型に対して適切なア

バットメントを選択します。その際、インプラント軸、グルーブの位置、歯

肉ライン／厚さおよびインプラント直径を考慮に入れます。アバットメント

セレクションアナログは、直接インプラントアナログに装着することができ

るとともに、再利用が可能です。

注記
Ø6.0mmのエソミックアバットメントの選択には、Ø5. 0mm（ブルー）の

アバットメントセレクションアナログを使用してください。

注意
アバットメントセレクションアナログは患者には使用しないでください。

セレクションアナログ

ストレート

商品コード：K3526.3810

アバットメント

Ø 3.8 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  9.0  mm

Ø 4.3 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  9.0  mm

Ø 5.0 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  9.0  mm

K2226.3810

K2226.4310

K2226.5010

ストレート

商品コード：K3526.4310

ストレート

商品コード：K3526.5010

セレクションアナログ

ストレート

商品コード：K3526.3830

アバットメント

Ø 3.8 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH : 11.7  mm

Ø 4.3 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH : 11.7  mm

Ø 5.0 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH : 11.7  mm

K2226.3830

K2226.4330

K2226.5030

ストレート

商品コード：K3526.4330

ストレート

商品コード：K3526.5030
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アバットメントセレクションアナログ 15°アングル

セレクションアナログ

15°A

商品コード：K3527.3810

アバットメント

Ø 3.8 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH :  11.5  mm

Ø 4.3 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH :  11.5  mm

Ø 5.0 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH :  11.7  mm

K2227.3830

K2227.4330

K2227.5030

15°A

商品コード：K3527.4310

15°A

商品コード：K3527.5010

セレクションアナログ

15°B

商品コード：K3528.3810

アバットメント

Ø 3.8 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH : 11.5  mm

Ø 4.3 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH : 11.5  mm

Ø 5.0 mm
GH : 3.0-4.5 mm

PH : 11.7  mm

K2228.3830

K2228.4330

K2228.5030

15°B

商品コード：K3528.4310

15°B

商品コード：K3528.5010

Ø 3.8 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  8.8 mm

Ø 4.3 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  8.8 mm

Ø 5.0 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  9.0  mm

K2227.3810

K2227.4310

K2227.5010

Ø 3.8 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  8.8 mm

Ø 4.3 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  8.8 mm

Ø 5.0 mm
GH : 1.0-1.8 mm

PH :  9.0  mm

K2228.3810

K2228.4310

K2228.5010

※ 3.0-4.5 mm用の歯肉の高さ (GH)  の確認の際はストレートを使用してください。

GH：歯肉の高さ (mm)
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

アバットメントセレクションアナログ 20°アングル

セレクションアナログ

20°A

商品コード：K3531.3810

アバットメント

Ø 3.8 mm
GH : 3.0-4.5 mm

 PH :  11.4  mm

Ø 4.3 mm
GH : 3.0-4.5 mm

 PH :  11.4 mm

Ø 5.0 mm
GH : 3.0-4.5 mm

 PH :  11.5  mm

K2231.3830

K2231.4330

K2231.5030

20°A

商品コード：K3531.4310

20°A

商品コード：K3531.5010

セレクションアナログ

20°B

商品コード：K3532.3810

アバットメント

Ø 3.8 mm
GH : 3.0-4.5 mm

 PH : 11.4  mm

Ø 4.3 mm
GH : 3.0-4.5 mm

 PH : 11.4  mm

Ø 5.0 mm
GH : 3.0-4.5 mm

 PH : 11.5  mm

K2232.3830

K2232.4330

K2232.5030

20°B

商品コード：K3532.4310

20°B

商品コード：K3532.5010

Ø 3.8 mm
GH : 1.0-1.8 mm

 PH :  8.7 mm

Ø 4.3 mm
GH : 1.0-1.8 mm

 PH :  8.7 mm

Ø 5.0 mm
GH : 1.0-1.8 mm

 PH :  8.9 mm

K2231.3810

K2231.4310

K2231.5010

Ø 3.8 mm
GH : 1.0-1.8 mm

 PH :  8.7 mm

Ø 4.3 mm
GH : 1.0-1.8 mm

 PH :  8.7 mm

Ø 5.0 mm
GH : 1.0-1.8 mm

 PH :  8.9  mm

K2232.3810

K2232.4310

K2232.5010

※ 3.0-4.5 mm用の歯肉の高さ (GH)  の確認の際はストレートを使用してください。
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エソミックアバットメント

例： シングルクラウン ( セメント固定 )
適切なエソミックアバットメントを選択した後、解剖学的状態を考慮に入れ

て石膏模型上でアバットメントを形成します。

技工作業上ではラボスクリューの使用をお勧めします。

エソミックアバットメントの形成

アバットメントの大きさ、高さおよび軸方向のマーキングを行います。

ユニバーサルハンドル
の固定スクリュー
（ヘックス）

取扱いを容易にするためにアバットメント形成用ホルダー（インサートがカ

ラーコードされています）を使用することができます。アバットメントとア

バットメント形成用インサートをラボスクリューで固定し、ユニバーサルハ

ンドル側のスクリュー（ヘックス）でアバットメント形成用ホルダーを固定

します。

石膏模型上にて治療計画の際に作成したシリコンインデックスを使用し、

維持力を考慮した補綴デザインをアバットメントに施します。

ラボスクリュー
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注意
残ったセメントを安全に取り除くことができるように、セメント修復では

セメントギャップが歯肉下 1.5-2.0mmより深くならないようにします。

ヒント：
後のクラウンの装着を容易にするためにアバットメントの断面は真円に形成

するのではなく、天然歯の断面と同様に楕円形に形成することが望ましいで

す。そしてテーパーのついたガイド溝をミリングで形成します。

ヒント：
アバットメントの唇側にマーキングを施すことにより、口腔内へのトランス

ファーが容易になります。このことは、複数のアバットメントを使用する際

に特に役立ちます。
この過程では、アバットメントを模型に戻し、形成を確認するためにシリコ

ンインデックスを使用することが推奨されます。補正工程の最後に、切断表

面を滑らかにします（ガムユニットなどを使用）。

形成
研磨にはチタン加工に適した研磨粒子を使用します。さらに細かな研磨と

シャンファー形成には、ファインカットのチタン形成用バーの使用が推奨さ

れます。研磨を行う際は、各研磨粒子メーカーが推奨する回転数を守るよう

にします。チタンが過熱するのを防ぐために、強く押し付けずに使用してく

ださい。アバットメントをオーバーヒートさせてしまうとアバットメントの

表面にαケースと呼ばれる酸素濃化層が発生し、硬度にばらつきができ、そ

の後の加工工程の選択肢を狭めることになります。

まず最初にアバットメントの高さと軸の傾斜を調整します。続いて歯周補綴

に基づいた天然歯のシャンファー形成と同様にアバットメントの形成を行い

ます。理想的な形成角は約 2° 4°で、審美性の観点から、クラウンマージ

ンは前庭で歯肉下 1.0-1.5mmに位置する必要があります。

-
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エソミックアバットメント

エソミックアバットメントを使用したセメント固定クラウンの作製
補正を完了した後、アバットメントを補綴修復の準備に入ります。

ワックスまたはプラスチックキャップを作製していく前に、柔らかい材料で

スクリューの上部を保護し、除去可能な材料でアクセスホールを封鎖します。

潤滑剤をアバットメントに薄く塗布しコーピングを取り外しやすくします

（ワセリンもしくは同等品）。ワックスアップは、機能性、審美性および衛生

面を考慮に入れて通常の歯周補綴の場合と同様の方法で行います。

スクリュー上部を保護した状態 アクセスホールを封鎖した状態
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ヒント：
アバットメントの試適時に鋳造フレームの着脱が容易になるよう鋳造フレー

ムのワックスアップ時には口蓋側もしくは舌側にワイヤー形態の突起を付与

することをお勧めします。

このワイヤー突起部は最終セット前に除去してください。

エソミックアバットメントとクラウンのセット
セットの前に補綴部品（アバットメント等）の洗浄および消毒を行います。

インプラントのインターナル構造は水スプレー等で洗浄し、残留物がないこ

とを確認してから乾燥させます。インプラント周囲の硬組織および軟組織は、

エソミックアバットメントおよびクラウンを隙間無く装着できる状態でなけ

ればなりません。

アバットメント挿入の際は、アバットメントに付けたマーキングを唇側に合

わせ、アバットメントチューブ（挿入部）をインプラントに差し込みます。

インプラントのショルダー部にカムが乗った状態を確認して、アバットメン

トを回しながらクリック音が感じ取れるように挿入します。その際、アバッ

トメントは、インプラントショルダー部から 1.2mm沈み込みます。

模型を作製した後、クラウンの上張りを行うと作業が完成します。

口腔内にクラウンを挿入する際、頬側（唇側）にマーキングを施すことによっ

て装着が容易になります。この方向は前段階でアバットメントと模型につけ

たマーキングと同位置に来るはずです。このことは特に複数歯の装着の際に

便利です。
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エソミックアバットメント

アバットメントスクリューをアクセスホールに挿入し、ヘックススクリュー

ドライバーとトルクレンチを使用して 20 Ncmで締め込みます。

5 分後に、同じトルク（20Ncm ）で増し締めを行ってください。アバットメ

ントスクリューは必ず新品を使用してください。

アバットメントスクリューを締め込んだ後、再利用可能な材料を用いてスク

リューチャネルの凹面をふさぎます。この際、盛り上がりが生じると、クラ

ウンを正しく装着することが困難になるため注意してください。

アバットメントスクリュー

重要事項
余剰セメントは確実に取り除いてください。

フルセラミッククラウン
フルセラミッククラウンはセラミック材料の使用説明に従って、セメント合

着するかボンディングさせてください。。

セメント合着を行う前に、アバットメントとクラウンを洗浄および乾燥しま

す。クラウンの合着にはリン酸塩またはカルボン酸塩セメントの使用を推奨

します。詳細はメーカーのマニュアルに従ってください。空気が混入しない

ように、クラウン内にはセメントを薄く塗布するようにします。
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例： ブリッジ ( セメント固定 )
インプラント埋入後、顎のインプラント軸方向はほとんどの場合平行性が整

合していません。したがって、エソミックアバットメントにブリッジ構造を

作製するうえで、個々のアバットメントの挿入方向を統一する必要がありま

す。このことから、アバットメントを形成する必要があります。

平行測定器またはミリングマシーンに模型を装着します。そして挿入方向を

確認して確定します。

アバットメントの共通挿入路は下記のように形成します。

・ユニバーサルホルダーに装着した模型を平行測定器にて形成する。

・ミリングテーブルにセットした模型を形成する。

エソミックアバットメントをインプラントアナログに装着して、スクリュー

にて手締めします。次に、クラウンマージン部と咬合アバットメントの高さ

を定義するために、歯肉ラインのマーキングを行います。

重要事項
チューブ部分を加工・修正 ( 例えば、短くするなど ) をすることによって、

挿入方向が不正確になることがあります。またこの結果、インプラント内

でのアバットメントの適合精度が損なわれることになります。

ヒント： 
エソミックアバットメント加工時に模型を保護するために、ミリング模型を

作製することを推奨します。
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エソミックアバットメント

ポスト同士をパターンレジンなどの連結材料を使いポストの維持部 ( スク

リュー部でないことに留意 ) で連結します。プラスチックが硬化したら、ス

クリューを緩めて完全に抜き取り、インプレッションポストと共にジグ ( 連

結体 ) を模型から取り外します。

インプレッションポストをインプラントアナログに接続し、超硬石膏のミリ

ングテーブルに挿入します。
ミリング模型の作製
模型の状態を個々に作製したミリングベースにトランスファーするために、

インプレッションポスト オープントレー用 ( 下図 ) とインプラントアナログ

が必要です（カラーコードにて確認）。インプレッションポスト オープント

レー用を模型のインプラントアナログに装着します。その際、確実に固定す

るように注意してください。

模型上であらかじめ決定された共通挿入路がミリング軸となります。
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形成
アバットメントの高さと軸の傾きを適合させ、続いて歯周補綴に基づいた天

然歯のシャンファー形成と同様にアバットメントの形成を行います。理想的

な形成角は約 2°－4°で、審美性の観点から、クラウンマージンは前庭で

歯肉下 1.0－1.5mmに位置する必要があります。

エソミックアバットメントでのブリッジの作製は、32 ページに記載したセ

メント固定クラウンの作製と同様です。

形成したエソミックアバットメントおよび作製したブリッジを洗浄、セット

します（33 ページのエソミックアバットメントとクラウンのセットを参照）。

形成されたアバットメントを模型に戻し、確認するためにシリコンインデッ

クスを使用することを推奨します。

この工程の最後に、切断表面を滑らかにします（ゴムユニットなどを使用）。

注意
余剰セメントを確実に取り除くことができるように、セメント修復では

セメントギャップが歯肉下 1.5－2.0mmより深くならないようにします。

重要事項
模型の多くは、インプラント軸方向の傾斜が生じる可能性があります。

そのためアバットメントは精度なチューブインチューブ連結のために

レーザー溶接などによる初期連結修復が適合されない場合があります。

ブリッジ構造は必ずアバットメント上にて接着／セメント合着してくだ

さい。
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11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

ユニバーサルアバットメント  　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

PH (mm)

K2211.3300* K2211.3800 K2211.4300 K2211.5000 K2211.6000

3.3 3.8 4.3 5.0 6.0

* 上顎側切歯ならびに下顎側切歯および中切歯のクラウン修復のみ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

ユニバーサルアバットメント

ユニバーサルアバットメント
ユニバーサルアバットメントは、個々に作製したセメントクラウンおよびク

ラウン修復ならびにテレスコープクラウン修復に使用することができます。

ユニバーサルアバットメントはチタン合金製で、カスタマイズして微調整す

ることが可能です。適切に適合させた形態とブリッジ修復物を埋入すること

で、インプラント軸に対して最大20°までの傾きを補償することができます。

プラットフォームスイッチングのオプションを選択する場合は、ユニバーサ

ルアバットメント PS を利用することができます。

ユニバーサルアバットメントはインプラント直径によりカラーコード化され

ています。すべてのユニバーサルアバットメントにはスクリューが付属しま

す。

ユニバーサルアバットメントについて

ユニバーサルアバットメント

重要事項
維持力の理由から、直径 3. 3mm のユニバーサルアバットメントはテレス

コープクラウン修復には適していません。

アバットメントスクリュー

アバットメントの高さ 
11.0 mm
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11.0 11.0 11.0

ユニバーサルアバットメント PS  　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

PH (mm)

K2201.3800 K2201.4300 K2201.5000

3.8 4.3 5.0

PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

ユニバーサルアバットメント PS
プラットフォームスイッチングで軟組織のマネージメントを適切に行うため

に、軟組織の治癒にはジンジバフォーマー PS を使用し、ユニバーサルアバッ

トメント PS を使用する必要があります。ジンジバフォーマー PS と同様に、

ユニバーサルアバットメント PS もインプラント - アバットメント接合部に

おけるアバットメント側の径が小さく、インプラントショルダー上に軟組織

が適合するようになっています。

ユニバーサル
アバットメント PS

インプラント -
アバットメント接合部

スクリューインプラント
K- シリーズ

ユニバーサルアバットメントの形成
ユニバーサルアバットメントを解剖学的状態を考慮に入れて模型上で形成し

ます。

模型上でのアバットメントの形成および上部構造の作製を行う際にはラボス

クリューを使用してください。

ユニバーサルアバットメントのクラウンまたはブリッジの形成および上部構

造の作製は、30 ～ 37 ページのエソミックアバットメントの形成と同様です。

11.0

K2201.6000

6.0

ラボスクリュー
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 11.9   11.9   11.9   11.9

UCLA アバットメント 　スクリュー付
商品コード

直径 (mm)
PH (mm)

J2245.3300* J2245.3800 J2245.4300 J2245.5000

3.3 3.8 4.3 5.0

* 上顎側切歯ならびに下顎側切歯および中切歯のクラウンでの修復のみ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

0,57g 0,65g  0,83g  0,91g主要部分のメタル重量（約）

UCLA アバットメント

UCLA アバットメント
UCLA アバットメントは高融鋳接用金合金製の既成ベースとスクリューのア

クセスホールを確保するための焼却用プラスチックスリーブ（POM）で構成

されています。

このスリーブにより、鋳造されたフレームワークのアクセスホールがきれい

に仕上がります。また、ベースに固定されたスリーブはフレームデザインに

応じて短く削合調整することも可能です。UCLA アバットメントは、単冠の

スクリュー固定式クラウン、セメント固定式クラウンの支台となるカスタム

アバットメント、テレスコープクラウン (2 重冠など）の内冠作製などに使

用することができます。

鋳接の際には高カラットの鋳造用金合金のみが推奨されます。

UCLA アバットメントについて

UCLA アバットメント 

重要事項
UCLA アバットメント（J2245.XX00) は Ø3.3/3.8/4.3/5.0mm 用のみで、J

のタイプのカムがついています。ご使用時にはインプラントの種類をあ

らかじめご確認ください。

アバットメントスクリュー

ベース部分

プラスチックスリーブの形成
UCLA アバットメントをインプラントアナログに挿入し、ヘックススクリュー

ドライバーでラボスクリューを手締めします。アバットメントがカムにきち

んと収まったことを必ず確認してください。あらかじめ用意しておいたシリ

コンインデックスを使用して、プラスチックスリーブの長さを調整します。

プラスチック
スリーブ
（POM製）

J
J のタイプのカムがつ
いています

製作（例：オールセラミッククラウン）

ラボスクリュー
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J

ワックスアップ
通法に従って、最終のクラウン形態からべニアの厚みをカットバックする方

法でフレームワークのワックスアップを仕上げます。その際、築盛される歯

冠色材料の厚みが均一になるよう考慮してください。

ベース部を取り囲うワックスパターンは確実な湯まわりを得るために最低

0.7 mm 以上の厚さが必要です。ベース部は酸化膜を生じにくい非酸化の高

融鋳接用金合金で出来ているため、直接セラミックを焼き付けることはでき

ません。（陶材焼付に必要な酸化物が形成しないこととセラミックとは異な

る熱膨張係数によって、焼成したセラミックに亀裂が生じます）。

シリコンインデックスを使用して理想的なフレームワークも作成できます。

ヒント：
大臼歯部の場合、過負荷と側方圧低減のために固有咬合面は小臼歯程度の大

きさに抑えることを推奨します。

ベースのマージン部分は最低
0.3mmのメタルマージンを残
すようにしてください

ワックスアップを完了した後、適切な薬剤を用いてベースのメタルマージン

部およびインプラント接合面に付着した余剰ワックスや分離剤を清掃します

（アルコールを浸した綿棒などを用います）。

注意
ベースのマージン部がワックスで完全に覆われないように最低 0.3mm の

メタルマージンを残すようにしてください。

重要事項
チューブインチューブでのインプラント - アバットメント連結は精度の

高い適合性を有するため、複数の UCLA アバットメントを連結した状態

でフレームワークを作製することはできません。（一体化したキャストブ

リッジ構造などとして）。 Ø4.3mmの UCLA アバットメントの形状

Jのタイプのカム

ワックスアップのイメージ
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UCLA アバットメント

使用する鋳造システムのメーカーのマニュアルに従ってアバットメントを埋

没します。ワックス湿潤剤を使用することは推奨されません。湿潤剤の薄い

膜によって、マージン部またはインプラント接合面に余剰な鋳接用金合金が

流れる可能性があります。埋没の際、鋳造用リング内の正しい位置にワック

スアップを設置することが重要です。体積比とスプルーの角度は、金属結合

に必要な温度が得られるように選択する必要があります。これは特に体積の

大きな模型において重要です。

埋没および鋳造

重要事項
鋳造物を掘り出す際に絶対にサンドブラストは使用しないでください。

使用した場合、インプラント接合部におけるアバットメントとの精度の

高い適合が失われることになります（チューブインチューブ連結の適合

性の低下はマージン部の適合性の低下を意味します）。

J
J のタイプのカムがつ
いています

鋳接用金合金に関する説明

埋没材は、ベースの鋳接用金合金と鋳込む鋳造用金合金の熱膨張係数と近い

値をとるものを用いなければなりません。リン酸塩系埋没材が推奨されます。

メーカーの加工マニュアルに従うとともに、混液比および予熱時間にも正確

に準拠してください。急速加熱処理（ヒートショック対応のクリストバライ

ト）を用いることは推奨されません。リングファーネスから取り出したら冷

めないうちに速やかに鋳造を完了する必要があります。

ニッケルまたはコバルトが含まれる構成品が付属する金合金の使用はベース

部を破壊する可能性があるため、推奨されません。

適当でない合金を使用した場合、鋳造用金合金とベースの間で電界腐食の原

因となったり、イオン溶出を起こしやすい不安定な状態になる可能性があり

ます。

鋳造後、ゆっくりと鋳造物を室温まで冷却させて丁寧に取り出します。

掘り出し

水流や超音波洗浄機による優しく丁寧な鋳造体の掘り出しを推奨します。

鋳造金合金の熔解には液相点 1,350℃（2,462°）を超えない範囲で設定され

る必要があります。ベースに用いられている高融点鋳接用金合金の熔解範囲

は、1,400℃～ 1,490℃（2,552°～ 2,714°）です。

鋳接用金属には、金高配合タイプのもので、鋳接用高融点タイプ金合金また

は同等のものをご使用ください。詳しくは、合金メーカーの説明書をご参考

ください。

F

FF
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鋳造物の堀り出し後、インプラント接合面に及ぶ湯まわり、不完全な流出ま

たは鋳ばり / 気泡などの鋳造欠陥が見られた場合、作業をやり直す必要があ

ります。既製ベース部の精度と補綴修復の長期的成功に著しく悪影響を与え

るためです。

鋳造の質

焼付陶材のクラックを防ぐために、ベース部を取り囲う鋳造用金合金の厚み

は 0.3 mm 以上なければなりません。鋳接用金合金をそれ以上薄く研磨した

場合、ベース部の金合金の影響により陶材焼付に必要な酸化膜が形成されず、

その結果セラミックに亀裂を生じる可能性を高くするため、作業をやり直す

必要があります。

ヒント：実体顕微鏡下での作業をお勧めします。

メタル調整後、べニアリングの準備を行います。インプラント接合部とチュー

ブインチューブ連結の精度を保護する目的で、鋳造物はサンドブラストを施

す前にインプラントアナログと連結してください（ラボスクリューにて固

定）。

焼付用陶材は、鋳接用合金と相性の良いものを選ぶ必要があります（熱膨張

係数を確認してください）。咬合面はアクセスホールに注意して咬合接触点

を設計してください。

トリミングおよびべニアリング
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 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0

チタンベースアバットメント D タイプ  　スクリュー付 ( チタン合金製 : TI6AL4V)
商品コード

直径 (mm)

PH (mm)

K2244.3348* K2244.3848 K2244.4348 K2244.5048 K2244.6048

3.3 3.8 4.3 5.0 6.0

* 上顎側切歯ならびに下顎側切歯および中切歯の修復のみ
PH：アバットメントの高さ（インプラントショルダー部からアバットメント先端部まで）

チタンベースアバットメント 
D タイプ

チタンベースアバットメント D タイプ
チタンベースアバットメント D タイプは、モデリングエイド等を使用して上

部にワックスアップを施しメゾストラクチャーや上部構造を製作することが

できます。これらの上部構造体とチタンベースアバットメント D タイプを接

着して一体化し使用します。

チタンベースアバットメント D タイプについて

チタンベースアバットメント 
D タイプ

重要事項
チューブインチューブ連結の精度が高い適合性を有するため、あらかじめ

上部構造体とアバットメントを連結させると使用できない場合があります。

アバットメントスクリュー

回転防止機構

ヒント ：
模型の作製後、インプラントアナログにチタンベースアバットメント D

タイプを装着し、ヘックススクリュードライバーにてラボスクリューを手

締めします。インプラントアナログのグルーブにアバットメントのカムが

確実に入ったことを確認します。メゾストラクチャー構造の回転機構部分

（ノッチ）が、口蓋側または舌側に向くようにします。こうすることによっ

てメゾストラクチャーの前庭側での厚みを最大限に確保します。

付属品
チタンベースアバットメント D タイプにはアバットメントの他にアバットメ

ントスクリューおよびアバットメント保持ツール（アクセスホール利用タイ

プ）が付属されています。

モデリングエイド 　(POM製 )
商品コード

直径 (mm)

J2244.3802 J2244.4302 J2244.5002

3.8 4.3 5.0

モデリングエイド

J2244.6002

6.0

モデリングエイド
モデリングエイドをチタンべースアバットメント D タイプ上部と接続するこ

とにより、セラミックまたはメタルのクラウンやアバットメントの作製時の

ワックスアップ等がより簡便に行えます。また、適宜短くカットして使用す

ることができ、完全焼却が可能です（POM製）。 チタンベース
アバットメント 
D タイプとの接続

J2244.3302

3.3
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インプラントアナログ  　
商品コード

直径 (mm)

J3010.3300 J3010.3800 J3010.4300 J3010.5000 J3010.6000

3.3 3.8 4.3 5.0 6.0

アバットメント形成用インサート  　
商品コード

直径 (mm)

J3709.3300 J3709.3800 J3709.4300 J3709.5000 J3709.6000

3.3 3.8 4.3 5.0 6.0

模型用マージントリマーチップ  　
商品コード

直径 (mm)

J3706.3300 J3706.3800 J3706.4300 J3706.5000 J3706.6000

3.3 3.8 4.3 5.0 6.0

ラボスクリュー ( 技工作業用 )  　
商品コード

J4006.1601

J4006.2001

ヘックススクリュードライバー　
商品コード

J5316.0510

J5316.0501

ユニバーサルハンドル 　
商品コード

J3709.0010

J3709.0015

J5316.0502

付属品および補綴用器具

ユニバーサルハンドル

アバットメント形成用ホルダーセット、ラボスクリュー 2本（スレッドM 1.6 お
よびM 2.0）ならびに直径 3.3, 3.8, 4.3, 5.0, 6.0 mm用形成インサート付

品名

ショート

エクストラショート

品名

ラボスクリュー 0.05” ヘックス（5.0-6.0）

ラボスクリュー 0.05” ヘックス（3.3-4.3）

品名

ロング
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チタン合金 TI6AL4V
成分（%）:
仕様

物性 :

最大 5.5~6.75
最大 3.5~4.5
最大 0.3
最大 0.08
最大 0.05

Al
V
Fe
C
N

Ti ~ 90
引張強度 860MPa/ 分
延展性 10％

最大 0.015H

マテリアルインフォメーション

チタングレード４
成分（%）:
仕様

物性 :

最大 0.4
最大 0.3
最大 0.1
最大 0.05
最大 0.125

O
Fe
C
N
H

Ti > 99.0
引張強度 680MPa/ 分
延展性 10％

物性 :

ゴールド ( 鋳造用金合金 )
成分（%）:
仕様

60
20
19
1
1400-1490℃

Au
Pd
Pt
Ir

融解範囲

弾性係数 136 GPa
熱膨張係数 (20-500℃) 11.9μm/m・℃

17.5g/cm3密度

熱膨張係数 (20-600℃) 12.2μm/m・℃

色 白
引き抜き加工

ビッカース硬度HV5 >215
引っ張り強さ (Rm) >750 MPa

0.2% 耐力 >650 MPa
>2%破断点伸度
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その他の情報

他の文書
他の文書

カムログ製品に関するその他の情報に関しては、下記の文書をご参照くださ

い。

・最新のプロダクトカタログ

・添付文書　各カムログ製品に付属

・マニュアル

・www.camlog.com

商標名および著作権
保護された商標名（登録商標）は特別に明示しておりません。明示の無い場

合でも、商標名が登録されていないことを意味するものではありません。本

文書は、すべての内容を含めて著作権で保護されています。CAMLOG 

Biotechnologies AG 社との合意によらない著作権の範囲を超えた使用は認め

られず、法律による処罰の対象となります。



カムログインプラント   医療機器承認番号【高度】21200BZY00584000
カムログインプラント K- シリーズ 医療機器承認番号【高度】22200BZX00868000
カムログアバットメント  医療機器承認番号【高度】21200BZY00583000
カムログインプラント 手術器具 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000012
カムログインプラント 補綴用器具 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000026
印象用キャップ  医療機器届出番号【一般】27B1X00027000067
インプレッションポスト  医療機器届出番号【一般】27B1X00027000069
インプラントアナログ　  医療機器届出番号【一般】27B1X00027000081
ヘックススクリュードライバー 0.05 インチ　医療機器届出番号【一般】27B1X00027000085
モデリングエイド　  医療機器届出番号【一般】27B1X00027000110
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