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Ⅰ．チタンベースの基本情報
＜チタンベースの種類＞
●チタンベース（六角付）

寸法情報

セティオ / セティオ Plus 用

対応インプラント
φ３

φ３.８

φ４.４

ポスト部長さ
１０ｍｍ

φ５
回転止め高さ
３.５ｍｍ
カラー部高さ
１ｍｍ

×1.0

インプラントレベル
寸法情報

●チタンベース IN（キー付）

ジェネシオ/ ジェネシオ Plus 用

対応インプラント
ポスト部長さ
１０ｍｍ

φ３.４

φ３.８

φ４.４

φ５
回転止め高さ
３.５ｍｍ

×1.0

●チタンベース 六角付

カラー部高さ
０.２５ｍｍ

インプラントレベル

寸法情報

インプラント Aadva 用

対応インプラント
Narrow

ポスト部長さ
１０ｍｍ

Regular/Wide
回転止め高さ
３.５ｍｍ
カラー部高さ
１ｍｍ

×1.0

インプラントレベル

＜識別＞
セティオ / セティオ Plus
ジェネシオ / ジェネシオ Plus
インプラントＡａｄｖａ

φ３

φ３.８

φ４.４

φ５

φ３.４

φ３.８

φ４.４

φ５

Narrow

Regular/Wide
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●チタンベースシステム【単冠用】
最終補綴用 : ジルコニアクラウン
＜セメント固定＞

＜スクリュー固定＞

補綴物

セティオ / セティオ Plus
UCLA アバットメントスクリュー
ジェネシオ / ジェネシオ Plus UCLA アバットメントスクリュー IN
インプラント Aadva
アバットメントスクリュー

上部構造体
本品は単冠用のため、 連結症例には
使用できません。

チタンベース （本品）

●上部構造体の材質

●上部構造体の形状
厚み ： 0.4 mm 以上
全長 ： 3.5 ～ 14 mm
角度 ： 20°以下

最終補綴用 ：Ａａｄｖａ Ｚｉｒｃｏｎｉａ ディスク (ST、 EI)

3.5 ～ 14mm

20°以下

上部構造体

0.4mm 以上
（種類） 6 種 =ST14、 ST18、 ST25、 El 14、 El 18、 El 25
ST ： スタンダード
EI ： 工ナメルインテンシブ
※数字はディスク厚さ ディスク径 ： 98.5mm 全種共通
（包装） 1 函 1 枚入 =ST14、 EI 14… ¥37,500
ST18、 EI 18… ¥39,500
ST25、 EI 25… ¥41,500

3.5mm

２

チタンベースポスト部は
3.5mm 以上の長さを確
保すること。

●チェアサイドでの手順
手順
固定方法

ヒーリング
アバットメントの装着

Ⅱ. 治療の流れ (P.4)
♦締結トルク ： １０N・cm

セメント ・
スクリュー固定

印象採得

・ 「ジーシーインプラント
Re マニュアル」
・ 「ジーシーインプラント
Aadva マニュアル」 を参照

口腔内セット
♦締結トルク ： ２０N・cm
セティオ、 セティオ Plusφ３
ジェネシオ、 ジェネシオ Plus 全径
インプラント Aadva 全径
♦締結トルク ： ３０N・cm
セティオ、 セティオ Plusφ３.８、φ４.４、φ５

●ラボサイドでの手順
手順
送り方法

固定方法

模型

※１

セメント ・
スクリュー固定

補綴物の製作
Ⅱ. 治療の流れ / 模型送り (P.５～７)
Ⅱ. 治療の流れ / データ送り (P.８)

データ
Ⅱ. 治療の流れ / ワックスパターンを計測してのデータ送り (P.９)
※１ 模型送りの場合にはチタンベースの事前購入が必要となります。

注意点
本品は常温重合レジンを使用した暫間補綴物の作製に使用しないでください。
常温重合レジンを使用した暫間補綴物を作製する場合、 専用品※２をご使用ください。
模型作製の際、 インプラントアナログは必ず未使用のものをご使用ください。
( 計測精度に影響します )
作製した上部構造体との嵌合がきつい場合は、 チタンベースを削合し調整してください。
ワックスパターン作製の際はワキシングベースを使用しないでください。
※２ 専用品

セティオ / セティオ Plus
UCLA プロビジョナルコーピング
ジェネシオ / ジェネシオ Plus UCLA プロビジョナルコーピング IN
インプラント Aadva
プロビアバットメント
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Ⅱ．治療の流れ
１）ヒーリングアバットメントおよびヒーリングスクリューの装着
一次手術および二次手術の手技及び注意点は、 使用するインプラントシステムに応じて以下のマニュアルをご参照ください。
・ ジーシー インプラント Re マニュアル
・ ジーシー インプラント Aadva マニュアル

セティオ / セティオ Plus

ジェネシオ / ジェネシオ Plus 用
※イラストはジェネシオ Plus を使用しています

ヒーリングアバットメント選択時の注意点
ヒーリングアバットメントは M タイプを使用してください。
チタンベースのカラー部は M タイプのヒーリングアバットメントに適合するよう設計されています。
SETiO
φ3.8 ヒーリングアバットメント
＜Ｓ＞

GENESiO
φ3.8 ヒーリングアバットメント IN

＜M＞

＜Ｓ＞

＜M＞

・ ヒーリングアバットメント
締結トルク ： 10N・cm

※本品はジルコニアの厚みを確保するために、 ヒーリングアバットメント M タイプに対応しております。 ヒーリングアバット
メント S タイプを使用した場合、 形成した歯肉をチタンベースで押し広げる可能性があります。
※φ3 ヒーリングアバットメント及びφ3.4 ヒーリングアバットメント IN は、 それぞれ 1 タイプのラインアップのため S タイプ
M タイプのような区別はありません。

インプラント Aadva
全ての EPH のヒーリングスクリューに適合するよう設計されています。
EPH 1.0

EPH 2.5

EPH 4.0

・ ヒーリングスクリュー
締結トルク ： 10N ・ cm
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※イラストはジェネシオ Plus を使用しています

２）上部構造体および補綴物の作製〈模型送り〉

①作業模型の作製
インプラントレベルの作業模型を作製します。

3.5mm

②チタンベースの装着とカット
作業模型上にアバットメントスクリューまたは
フィクスチャーガイドピンを用いてチタンベー
スを装着し、 隣在歯、 咬合関係などを考慮
して適切な上部構造体の設計を行います。
設計に基づきチタンベース ポスト 部を適切な
長さにカットします。

③ワックス ( レジン ) パターンの築盛
チタンベース ポスト 部を適切な長さにカットし
た後、 ワックスまたはレジンを築盛して上部
構造体模型を作製します。

0.4mm

0.4mm

0.4mm

0.4mm

0.2mm

0.4mm

0.6mm

0.9mm

φ3 チタンベース ( 六角付 )

φ3.4 チタンベース IN
( キー付 )

チタンベース Narrow 六角付

チタンベース Regular/Wide 六角付

チタンベースとインプラントアナ
ログとの間に付着物などの介
在がなく、 完全に適合している
ことを確認すること。
[ ポスト部形状 ]
長さ ： 3.5mm 以上
フ ィ ク ス チ ャ ー ガ イ ド ピ ン は、
カットする長さに合わせて長さ
を選択する。

[ 上部構造体 ]
厚み ： 0.4 mm 以上
（研磨後、 上記厚みとなるように
ワックスアップすること）
全長 ： 3.5 ～ 14 mm
角度 ： 20°以下
左図の４種類のチタンベースで
は上部構造体座面（左図赤丸部）
の厚みが 0.4mm より薄くなる。

ワックスアップの際にワキシング
ベースを使用しないこと。

④上部構造体模型の送付
作製した上部構造体模型と注文書を

ワックスを変形させないようケース
などに入れて送ること。

ジーシー CAD/CAM 加工センターに送付し
ます。

⑤上部構造体切削体および模型の返送
CAD/CAM 加工センターから、 加工された
上部構造体切削体と模型が返送されます。

⑥ワックス ( レジン ) の除去
スチームクリーナー

CAD/CAM 加工センターから返送されたチタ
ンベースから、 スチームクリーナー等を用い
てワックス ( レジン ) を除去します。
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チタンベースを変形させないよう
注意すること。

※イラストはジェネシオ Plus を使用しています

3） 支台及びクラウンの作製〈模型送り〉続き
⑦上部構造体の適合確認、 調整

上部構造体

拡大図

チタンベースと上部構造体を嵌合させ適合
を確認します。 適合がきつく上部構造体を
嵌合させることができない場合、 チタンベー
スの帯部 （下図参照） を削り適合を調整し
ます。
回転止め
絶対削らない

以 下 の 場 合、 上 部 構 造 体 が
設計とは異なる方向でチタン
ベースに嵌合する可能性があ
るため注意すること。
1) 帯部を削り過ぎた場合。
2) 適合がきつい状態で、 無理
に上 部 構 造 体 を 強 くチタン
ベースに押し込んだ場合。
3) 適合が適切にも関わらず、
帯部を削った場合。

断面図

嵌合がきつい場合は削る

それでもきつい場合は削る範囲を広げる

⑧上部構造体の形態確認
作業模型上にアバットメントスクリューまた
はフィクスチャーガイドピンを用いてチタン
ベースを装着します。 上部構造体の形態を
確認し、必要に応じて形態修正を行います。

形態修正は必ず接着する前に
行うこと。
上部構造体の形態をクラウン
形状とする場合、 接着操作前
に必ず口腔内で試適を行い、
コンタクト等の確認 ・ 調整を行
うこと。 接着操作後に形態修
正 ・ 咬合調整を行うと、 上部
構造体やセメントの強度低下や
チタンベースの変色が生じる可
能性がある。
形態修正後は熱処理 （1000℃、
15 分） を行うこと。 このときチタ
ンベースは熱処理しないこと。

マスキング用ワックス

ブラスター

⑨チタンベースのサンドブラスト処理
チタンベースの上部構造体との接着面に
サンドブラスト処理を施します。
・ アルミナ粒子 ： ５０μｍ
・ ブラスト圧 ： ０.３MPa

⑩チタンベースの洗浄 ・ 滅菌
サンドブラスト処理後、 チタンベースを適切
に洗浄 ・ 滅菌します。
＜オートクレーブ滅菌＞
・ 115 ～ 118℃の場合 30 分
・ 121 ～ 124℃の場合 15 分
・ 126 ～ 132℃の場合 10 分
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サンドブラスト前に、 チタンベー
スの被着面以外はワックス等
でマスキングすること。

サンドブラスト時にはチタン
ベースのカラー部、 インプラン
トとの接触面等に傷をつけない
ように注意すること。

※イラストはジェネシオ Plus を使用しています

4）支台及びクラウンの作製〈模型送り〉続き
⑪上部構造体の接着
CAD/CAM 加工センターより返送された上部
構造体をレジンセメントを用いて作業模型上
で接着します。

上部構造体

セメント
塗布

セメント

余剰セメント

チタンベースのアクセスホール
部をワックスなどでマスキング
すること。
被接着面を手指で触れたり、
ワックスの付着等再汚染に気
を付けること。
チタンベースおよび上部構造体
との間に付着物などの介在が
なく、 完全に適合していること
を確認する。
レジンセメントには 「ジーシー
ジーセム リンクエース」 を使
用し、 添付文書の使用方法、
注意事項等を確認すること。

セメント

接着操作後、 オートクレーブ
や熱処理、 陶材焼き付けの作
業は行わないこと。

光照射器

⑫余剰セメントの除去及び最終硬化
セメントが半硬化するまで待ち、 上部構造体
が動かないよう手指で支えながら、 チタン
ベースカラー部及びアクセスホール部の余剰
セメントを除去します。
光照射等によりレジンセメントを完全に重合さ
せ、 再度余剰セメントの除去を行います。
余剰セメントの除去後、 十分な時間 (12時間
以上 ) 静置します。

カラー部の余剰セメントの除去
には、 シリコンポイント等を用
いること。

⑬マスキングの除去
セメント硬化後、 アクセスホール部をマスキ
ングしたワックスをスチームクリーナー等を用
いて完全に除去します。

⑭補綴物の作製
上部構造体の形状に合わせて適切な補綴物
を作製します。
上部構造体をクラウン形状とする場合、 本作
業は必要ありません。
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チタンベースおよび上部構造体
に長時間スチームを当て続け
ると、 レジンセメントの変質に
よる接着力の低下を招く可能
性があるため注意すること。

※イラストはジェネシオ Plus を使用しています

5） 上部構造体および補綴物の作製〈データ送り〉
①作業模型の作製
P5） 上部構造体および補綴物の作製 〈模型
送り〉 と同一。

②スキャニングジグの固定
インプラントアナログにスキャニングジグを装
着し、 アバットメントスクリューまたはフィクス
チャーガイドピンにて固定します。

スキャニングジグとインプラント
アナログとの間に付着物などの
介在がなく、 完全に適合して
いることを確認する。

スキャニングジグの添付文書
の使用方法、 注意事項等を確
認すること。

③スキャニングジグの計測
スキャニングジグを固定した作業模型を
Aadva スキャンを用いて計測します。
※Aadva スキャン
（アバットメントデザイナーが
インストールされているもの）

④上部構造体データの送信
CAD/CAM 加工センターへ設計した上部構
造体データを送信します。

⑤上部構造体およびチタンベースの返送
CAD/CAM 加工センターから、 上部構造体
とチタンベースおよびアバットメントスクリュー
が返送されます。

⑥上部構造体の適合確認
P5） 上部構造体および補綴物の作製 〈模型
送り〉 と同一。
3.5mm

⑦上部構造体の形態確認
P5） 上部構造体および補綴物の作製 〈模型
送り〉 の操作に加えて、 上部構造体の設計
に基づきチタンベース円筒部を適切な長さに
カットします。

⑧チタンベースのサンドブラスト処理～補綴
物の作製
P5） 上部構造体および補綴物の作製 〈模型
送り〉 と同一。
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※イラストはジェネシオ Plus を使用しています

6）上部構造体および補綴物の作製〈ワックスパターンを計測してのデータ送り〉
①作業模型の作製～③ワックス ( レジン )
パターンの築盛

チタンベースを適切にカットして
いない場合、 ワックス ( レジン )
形状を適切に計測出来ない場
合があるので注意すること。

P5） 上部構造体および補綴物の作製 〈模型
送り〉①～③までと同一。

④ワックス ( レジン ) パターンの計測
作製したワックス ( レジン ) パターンを Aadva
スキャンを用いて計測します。

※Aadva スキャン
（アバットメントデザイナーが
インストールされているもの）

⑤スキャニングジグの固定
回転止め

Ｄカット

チタンベースを作業模型から取り外します。
インプラントアナログにスキャニングジグを適
切な位置※に合わせて装着し、 アバットメント
スクリューまたはフィクスチャーガイドピンにて
固定します。
※適切な位置 ： スキャニングジグの D カットとチタ
ンベースの D カットの向きを合わせる。ワックス ( レ
ジン） アップ後は、 インプラントとの嵌合部に付与
された凹みの位置とスキャニングジグの Dカットの
向きを合わせる。

セティオ
セティオ Plus

ジェネシオ
ジェネシオ Plus

フィクスチャーガイドピンは、
カットしたチタンベースの長さに
合わせて選択する。
スキャニングジグとインプラント
アナログとの間に付着物などの
介在がなく、 完全に適合してい
ることを確認する。
スキャニングジグの添付文書
の使用方法、 注意事項等を確
認すること。

インプラント Aadva

⑥スキャニングジグの計測
スキャニングジグを固定した作業模型を
Aadva スキャンを用いて計測します。

⑦上部構造体データの送信～補綴物の作製
P8） 上部構造体および補綴物の作製 〈データ
送り〉 と同一。
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加工した上部構造体にはチタン
ベースとアバットメントスクリュー
が付属して返送されます。

ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ チタンベース ＥＸ 高度管理医療機器 22900BZX00146000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ チタンベース ＩＮ 高度管理医療機器 22900BZX00145000
ジーシー インプラント Ａａｄｖａ チタンベース 高度管理医療機器 22900BZX00132000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ 高度管理医療機器 21400BZZ00102000
ジーシー インプラント Ｒｅ 高度管理医療機器 21400BZZ00068000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅱ 高度管理医療機器 22200BZZ00942000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅴ 高度管理医療機器 22300BZX00099000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅲ 高度管理医療機器 22600BZX00167000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅳ 高度管理医療機器 22600BZX00494000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ ⅩⅠ 高度管理医療機器 22800BZX00058000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ ⅩⅡ ＩＮ 高度管理医療機器 22800BZX00081000
ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ ⅩⅡ ＥＸ 高度管理医療機器 22800BZX00082000
ジーシー インプラント Ｒｅ・技工用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000225
ジーシー インプラント Ｒｅ・補綴用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000224
ジーシー インプラント Ａａｄｖａ 高度管理医療機器 22600BZX00155000
ジーシー インプラント Ａａｄｖａ 補綴用コンポーネントＳＰＳＲ 高度管理医療機器 22600BZX00509000
ジーシー インプラント Ａａｄｖａ 補綴用コンポーネントＨＲＤ 高度管理医療機器 22600BZX00157000
ジーシー インプラント Ａａｄｖａ 補綴用器具 一般医療機器 13B1X00155000228
ジーシー インプラント Ａａｄｖａ 技工用器材 一般医療機器 13B1X00155000229
Ａａｄｖａ Ｚirconiaディスク 管理医療機器 225AFBZX00051000
ジーシー ジーセム リンクエース 管理医療機器 225AKBZX00043000
Ａａｄｖａ スキャニングジグ 一般医療機器 13B1X00155000218
Ａａｄｖａ スキャン Ｅ１ 一般医療機器 13B1X00155000293
Ａａｄｖａ スキャン Ｅ３ 一般医療機器 13B1X00155000294
Ａａｄｖａ スキャン Ｄ２０００ 一般医療機器 13B1X00155000282

製造販売元・製造元：株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76－1
製造販売元・製造元：株式会社ジーシー デンタルプロダクツ 愛知県春日井市鳥居松町２－２８５

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

