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●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内
ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。 弊社の個人情報方針
の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp 

TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

（株式会社インプラテックス 東京本社）

※商品の詳細は(株)インプラテックスまでお問合せください。

implatex-news@itx.co.jp

● 商品の発送
　ご注文いただきました商品は宅急便にて発送いたします。午後3時までのご注文は当日発送、午後3時以降
　のご注文につきましては翌日発送となります。また、ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡
　いたします。あらかじめご了承お願いいたします。
● 製品の交換について
製品の交換は、製品到着後６ヶ月以内とさせていただきます。（製品が未開封、パッケージに損傷の無い物、

　滅菌期限１年以上の物に限ります）
● 製品の返品について
　返品は、お買い上げ製品がご注文の品と異なる場合、または破損や汚損している場合に限り、お受けいた
　します。  製品の返品は、製品到着後14日以内とさせていただきます。
　（製品が未開封、パッケージに損傷の無い物に限ります）
● 配達料
　送料は基本的に負担いたしますが、1回のご注文が10,000円未満（税別）の場合は送料をご負担いただくこと
　になりますので、あらかじめご了承ください。タイム便については別途料金が必要となります。
※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て希望小売価格となります。

Implant  D i rect

 Implant Direct

※送付先が上記と異なる場合はご記入ください。

Next Premium Implant

Guided Surgery ガイデッドサージェリー

LegacyTMSystem　    InterActive™

商品コード 商品名 注文数価格

ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA 180,000円（税込198,000円）003-G-HK

一般的名称：歯科用インプラント手術器具　販売名：ガイデッドサージェリー ツール　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0013

ガイデッドサージェリーは口腔内の状況によりガイドを作成できない、もしくは
ガイドを装着した状態で指定のドリルを使用することができない場合があります。
このため口腔内の状況及びインプラントの設計方針によっては本システムで対応
できない場合もありますのでご注意ください。 
また、本システムで対応できない場合でも、iCAT社の“シングルガイドとドリル”を
使用することで、ガイデッドサージェリー（パイロットドリルのみ）を適用できる
場合もあります。
症例ごとのご相談はiCAT社までお問い合わせください。
上記の状況が生じやすい次のケースでは、iCAT社シングルガイドでの
作製をお勧めいたします。

　◆ 6～8番へ8mm長インプラントを埋入する場合。
    　ガイド高さ（スリーブ位置）が高くなる。（右図Ａ参照）。

　◆ 13mm長のインプラント埋入で、骨状況によりガイドの厚みや
　　 必要なスリーブ長が確保できない場合。 （右図Ｂ参照）。

ガイデッドサージェリーを適用する際のご注意

図Ｂ

図Ａ

ガイドスリーブが
粘膜・骨に干渉。
また、強度が不足し
作製不可

規定のガイド高
7.5mm

12.5mm

ガイドチューブ



レガシー／インタラクティブ用 ガイデッドサージェリーの必要器材

本システムのポイント

■ ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA 商品コード003-G-HK　標準価格 : 180,000円 (税込198,000円)

① ガイデッドサージェリー ハンドル 2.3-2.8

② ガイデッドサージェリー ハンドル 3.4-3.8

③ ガイデッドサージェリー ハンドル 4.4-4.8

④ ガイデッドサージェリー ハンドル 5.1-5.4

⑤ガイデッドサージェリー ドリルアダプター 8種 各 1 個

　　（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）

⑥ ガイデッドサージェリー ツール

⑦ ガイデッドサージェリー スペーサー　4個

⑧ ガイデッドサージェリー トレイ

セット構成

商品説明

ドリル長と穿孔できるインプラント長の関係

オプション

使用ソフトについて

※本キットはレガシー / インタラクティブインプラントシステム外科用ドリルに適合したガイデッドサージェリー ハンドル 4 本組のキットです。

ブラックドリル L ⇒ 対応インプラント：8mmL、10mmL、11.5mmL、13mmL

ブラックドリル S ⇒ 対応インプラント：6mmL

ガイデッドサージェリー用ガイド発注先

②
③
④

⑥

⑧

①

⑤ ⑤

⑦

●お手持ちのレガシー/インタラクティブインプラント埋入用外科キット内の各ブラックステップドリルと併せてお使いいただく

ことで、インプラントのプランニングソフトウェア※で設計した埋入計画通りの方向・深度でのインプラント窩の形成が可能です。

※インプラントのプランニングソフトウェアは、日本国内では株式会社アイキャットの「ランドマーカー®」を使用し、同社のサージカルガイドをご利用ください。（左記）

●お手持ちのレガシー/インタラクティブインプラント埋入用外科キットが利用でき、少ない投資でガイデッドサージェリーが

始められます。

※ガイドを利用しての埋入操作はできません。

※ガイドを利用しての CBDドリルの穿孔はできません。

● 4 本のガイデッドサージェリーハンドルのそれぞれの両端

には、8 つのドリル径（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）に

対応したガイデッドサージェリードリルアダプターが

装着されており、レガシー/インタラクティブインプラントの

ドリルシーケンスに対応します。

LegacyTMSystem　  InterActive™ガイデッドサージェリーm　    In

®

インプラントシミュレーションソフト

ブラックドリルL
（ロング）

対応インプラント

GS ハンドル 2.3/2.8

GS ハンドル 3.4/3.8

GS ハンドル 4.4/4.8

GS ハンドル 5.1/5.4

GS スペーサー
金属製のリングで、小径のGSドリルアダプターを大径のサージカルガイド

スリーブに適合させるためのツールです。

右図のようにGSツール先端にはめ込んで収納します。

GS ドリルアダプター
金属製のドリルアダプターはドリルの位置と角度をコントロールします。予めハンドルに装着されています。

全8種（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）

GSドリルアダプターφ2.3

GSドリルアダプターφ3.4

GSドリルアダプターφ4.4

GSドリルアダプターφ5.1

GSドリルアダプターφ2.8

GSドリルアダプターφ3.8

GSドリルアダプターφ4.8

GSドリルアダプターφ5.4

（GS＝ガイデッドサージェリー）単位はmm
GS ハンドル
外科手技中に、サージカルガイドスリーブへGSドリルアダプターを保持するためのハンドルです。

各ハンドルの両端には2つのGSドリルアダプター（全8種）が装着されています。

GSハンドルへのGSドリルアダプターの脱着に使用します。

GSドリルアダプターからGSスペーサーを取り外す際にも使用します。

GS ツール

■ Implant Direct社 ブラックドリル

Implant Direct社純正サージカルガイドスリーブを装備したレガシー/インタラクティブインプラント用のサージカルガイドは、

iCAT社から供給されます。

※上記の iCAT 社プランニングソフトウェアが必要です。

　ガイデッドサージェリー用のガイドのご注文は「株式会社アイキャット」にご連絡ください。

一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム　販売名：ランドマーカー　管理医療機器　認証番号：227AHBZX00029000

URL https://www.icatcorp.jp/

先端にはめ込んで収納

ブラックドリル L
（ロング）
使用可

ブラックドリル S
（ショート）
使用可

旧ドリルロング
使用不可

×
旧ドリルショート
使用不可

×

8mmL
10mmL
11.5mmL
13mmL

ブラックドリルS
（ショート）

対応インプラント

6mmL

ランドマーカー®は弊社でも取扱いしております。

詳細のお問合せ、ご注文は弊社または営業担当者

までご相談ください。

電話 ：03-5850-8555
受付時間 ： 9:00～ 17:00（土日祝日は除く）

株式会社アイキャット連絡先           0120-167-190
　　　　　　　　　　　　　　　　　      受付時間 ： 9:00～ 17:00（土日祝日は除く）　　　　　　　　　　　　　　　

旧タイプのドリルではご使用いただけません。

※旧タイプのドリルにはハブが無く、サージカルガイドの
　サージカルガイドスリーブで止まりません。

非対応インプラント長：16mmL

※本システムは 16mmLインプラントの穿孔には対応していません。

起始点周囲をフラットにします。

使用方法
① φ2.3mmドリル使用前に、ガイドハンドルのφ2.8を使用し、フラットドリルを使って
　 1～3mm穿孔し、起始点周囲（φ2.8mmの範囲）をフラットにする。
② ガイドハンドルのφ2.3を使用し、φ2.3mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
③ ガイドハンドルのφ2.8を使用し、φ2.8mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
④ 以下同様に、必要なドリル径まで拡大・穿孔する。

　  商品コード 310-15000

■ T’ｓBS フラットドリル GS
 　 標準価格 : 12,000円
　　(税込13,200円)


