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トクヤマリベースⅢ
義歯床用硬質裏装材

●「低発熱」、「低臭気」、「低刺激」の硬質リライニング材です。
●粉末と液のなじみ時間がトクヤマリベースⅡの1/2に短

縮され、気泡の混入も少なくなりました。
●流動性を必要とするウォッシュから辺縁形態付与まで、

コントロールしやすいペースト性状でさらに使いやすく
なりました。

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）
硬化パターン　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ
包装　1箱＝粉末 80g 1本、

液 50ml 1本、（ノーマル、ファースト共通）
接着材 15ml 1本、
トクソーレジン硬化促進剤Ⅱ 48g 1個
ラバーカップ No.3 1個、
粉末計量カップ 1個、
スポイト 1本、　
筆 No.5 1本、
スパチュラ No.001 1本、
硬化促進剤用スプーン 1本、
接着材用カップ 1個、
接着材瓶用ドロップ栓 1個

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00038000 

トクヤマリベースⅢ　粉末 単品
義歯床用硬質裏装材

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）
硬化パターン　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ
包装　1箱＝粉末 80g 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00038000

トクヤマリベースⅢ　液 単品
義歯床用硬質裏装材

種類　1種類　＊ノーマルタイプ、ファーストタイプ共通です。
包装　1箱＝液 50ml 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00038000

ピンク ライトピンク ライブピンク（繊維入り） 

ノーマルタイプ

ファーストタイプ

ファーストタイプノーマルタイプ
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トクヤマリベース接着材 単品
義歯床用硬質裏装材

●義歯床リライニング面に塗布する接着材。
●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ、トクソーラ

イトリベースに使用可能。

包装　1箱＝液 15ml 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00037000

トクソーレジン硬化促進剤Ⅱ
●表面硬度不足が発生した場合に使用すると、硬化体表面

の改善が可能です。（トクヤマリベースⅢ、トクヤマリ
ベースⅡが硬化途中に空気に触れたとき等）

●40℃～ 60℃の温水に溶かして、その中に、リライニ
ングした義歯を3分以上浸漬させます。

包装　1箱＝粉 48g 1個、粉計量スプーン 1本

トクヤマリベースⅢ　プラケース
●トクヤマリベースⅢの収納ケース。
●トクヤマリベースⅢを使いやすく収納。持ち運びに便利

です。

色調　2色　ブルー、 ピンク
包装　1個

トクヤマリベースⅢ　粉末計量カップ
●トクヤマリベースⅢの粉を計量します。
●ノーマルタイプ、ファーストタイプの計量カップはそれ

ぞれ専用です。

種類　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ用
包装　1袋＝1個

トクヤマリベース　スポイト
●液計量スポイト。
●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ共通です。
●ノーマルタイプ、ファーストタイプ兼用。

包装　1袋＝1本

ノーマルタイプ用 ファーストタイプ用
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トクヤマリベースⅡ　粉末 単品
義歯床用硬質裏装材

色調　3色　ライトピンク、 ピンク、 ライブピンク（繊維入り）
硬化パターン　2種類　ノーマルタイプ、 ファーストタイプ
包装　1箱＝粉末 80g 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00144000

トクヤマリベースⅡ　液 単品
義歯床用硬質裏装材

種類　2種類　ノーマルタイプ、 ファーストタイプ
包装　1箱＝液 50mL 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00144000

トクヤマリベースⅡ　接着材 単品
義歯床用硬質裏装材

●義歯床リライニング面に塗布する接着材。
●義歯床（アクリル）とトクヤマリベースⅡを強固に接着

させます。

包装　1箱＝15mL 1本、筆 No.5 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00144000

トクヤマリベースⅡ　粉末計量カップ
●トクヤマリベースⅡの粉を計量します。
●ノーマルタイプ、ファーストタイプの計量カップは、そ

れぞれ専用です。

種類　2種類　ノーマルタイプ用、 ファーストタイプ用
包装　1袋＝1個

ファーストタイプノーマルタイプ

ファーストタイプノーマルタイプ

ノーマルタイプ用 ファーストタイプ用
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トクソー ライトリベース
義歯床用硬質裏装材

●硬質タイプの光硬化型リライニング材。
●口腔内ではゴム状までしか硬化しないので、パーシャル

デンチャー、アンダーカットのある義歯のリライニング
時、撤去が容易になり、患者の負担も軽減できます。

●口腔内からの撤去は、口腔内挿入後3分以上20分以内
で任意に行えます。

●リライニング、トリミング後は、ボックス型の光重合器
を用いて最終重合を行い、形態修正、研磨をして完成さ
せます。

色調　3色　ライトピンク、 ピンク、 ライブピンク（繊維入り）
包装　1箱＝粉末 80g 1本、液 50mL 1本、

リベースエイド 30mL 1本、
エアーバリア材 30mL 1本、
ラバーカップ No.3 1個、粉計量カップ 1個、
スポイト 1本、スパチュラ 1本、
筆 No.5（リベースエイド用） 1本、
筆（白・エアーバリア材用） 1本

（管理医療機器）認証番号20400BZZ01064000

トクソー ライトリベース　粉末 単品
義歯床用硬質裏装材

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）
包装　1箱＝粉末 80g 1本、

粉計量カップ 1個

（管理医療機器）認証番号20400BZZ01064000

トクソー ライトリベース　液 単品
義歯床用硬質裏装材

包装　1箱＝液 50mL 1本、
スポイト 1本

（管理医療機器）認証番号20400BZZ01064000

ピンク ライトピンク ライブピンク（繊維入り） 
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＊口腔からの撤去は、口腔内挿入後3分以上20分以内で任意です。

■標準操作時間
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トクソー ライトリベース　リベースエイド
義歯床用硬質裏装材

●義歯床（アクリル）とリライニング材（トクソー ライ
トリベース）の接着性を向上させます

包装　1箱＝30mL 1本、筆No.5 1本

（管理医療機器）認証番号20400BZZ01064000

トクソー ライトリベース　エアーバリア材 単品
義歯床用硬質裏装材

●光重合時、表面硬度を向上させるため空気を遮断するバ
リア材です。

包装　1箱＝30mL 1本、筆（エアーバリア） 1本

（管理医療機器）認証番号20400BZZ01064000

ラバーカップ No.3

●トクヤマリベースⅢ、トクソー ライトリベースの付属
品として使用しているものです。

●粉液混和に使用。

サイズ　内径：38mm　総高さ：39mm
包　装　1袋＝2個

スパチュラ No.001

●トクヤマリベースⅢ、ソフリライナータフ、トクヤママ
ルチボンドの付属品として使用しているものです。

●混和したレジン泥がすくいやすいように、両端が大小の
スプーン状になったスパチュラです。

包装　1袋＝1本

トクソー毛筆セット No.5

●トクヤマリベースⅢ、トクソー ライトリベース、ソフ
リライナータフ、ティッシュケアの付属品として使用し
ているものです。

包装　1袋＝4本

※筆（ホワイト）「エアーバリア材塗布用筆」の単品販売はありません。
筆No.5と同形状ですので、筆No.5を代用下さい。
その際は間違わぬよう筆に「エアーバリア材用」とご記入下さい。
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トクソーリベースMRボンド
歯科金属用接着材料（非貴金属用）

●コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金、チタン合金等の
非貴金属とレジンを強固に接着させる1液プライマーです。

●金属床義歯のリライニング、クラスプの鉤脚の接着力向
上、バーや補強線等の接着力向上に効果を発揮します。

※トクソーリベースMRボンド 筆№11S
単品未発売。毛筆セット№11と同様の毛先で、柄の短いタイプ。
毛筆セット№11で代用下さい。

包装　1箱＝5.5mL 1本、小筆 No.11S

　 （管理医療機器）認証番号20200BZZ01475000

トクソーアクリルプライマー
義歯床用接着材料

●アクリルレジンと各種レジンとの接着力を高めるレジン
プライマー。

●破折義歯の修理、レジン歯脱落修理、アクリルレジン製
スプリントのコンポジットレジンによる咬合面の補強等
を行うとき、接着境界面に塗布すれば、接着の効果が高
まります。

包装　1箱＝50mL 1本、筆No.5 1本

　 （管理医療機器）認証番号16200BZZ00565000

トクソーレジンセパレーター
歯科用分離材

●ワセリンやココアバターに代わる、液状の多目的分離材。
●レジンとレジン、歯牙とレジン、金属とレジン間の分離

や、各種セメントによる合着時の余剰分と歯牙との分離
などに幅広く利用できます。

※本材は水に不溶です。支台歯に塗布した場合は、エタノールで完全
に拭き取って下さい。

包装　1箱＝30mL 1本、筆No.3 1本

　 （一般医療機器）届出番号08B2X00011000102

トクソーリベース シリコンポイント
歯科用ゴム製研磨材

●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ、トクソー 
ライトリベースの研磨材としてご使用いただけます。

●レジン研磨に適したシリコンポイントです。

包装　1箱＝6本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000018

本材を歯間乳頭部やレジン歯に付
属の筆等を用いて塗布します。

通法に従ってリライニングを行い
ます。

余剰のリライニング材を彫刻刀等を用い
て除去し形態修正・研磨を施し完成です。

トクヤマリベースⅢによるリライニング時

■トクソーレジンセパレーター使用例
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ソフリライナータフ ＜ミディアム＞
義歯床用長期弾性裏装材

●義歯用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）
●トクヤマディスペンサーⅡ（別売）を使用し、自動練和

されたペーストを直接義歯に盛り上げ、リライニングを
行います。

●無味・無臭・無刺激・無発熱。
●1液のプライマーで、アクリルと強固に接着します。
●耐久性を重視し、ソフリライナーのスーパーソフト、ミ

ディアムソフトとは異なる組成です。
●接着強さ約2倍、引裂き強さ約4倍、耐摩耗性約6倍と、

物性を向上させています。（当社品ソフリライナーミディ
アムソフトとの比較）

●ミディアムタイプの軟らかさ。硬度（ShoreA）40
※ソフリライナーのスーパーソフト、ミディアムソフトのように、ス

チールバーでは削れません。

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各27g）、
ソフリライナータフ プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS  10本、
筆（No.5）  1本、スパチュラ No.001 1本、
カップ（プライマー採取用） 1個 、
スムージングポイント 1本、
フィニッシングポイント 1本 

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00004000

ソフリライナータフ　ペースト 単品
義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各27g）

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00004000

ソフリライナータフ　プライマー  単品
義歯床用長期弾性裏装材

●義歯床（アクリル）とソフリライナータフ ＜ミディア
ム＞、 ソフリライナータフ スーパーソフトのペーストを
接着させるプライマー。

包装　1箱＝10mL 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00004000

40

イメージとして、
プラスチック消しゴムの
ような硬さ

〈ショアA硬度〉40
10kgの荷重を
かけた時

無加圧

■柔らかさ（硬さ）
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ソフリライナータフ　スムージングポイント
歯科技工用アブレシブ研削器具

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞セットの付属品と
して使用しているものです。

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞専用研磨ポイント。
●中仕上げ用。

包装　1箱＝3本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000007

ソフリライナータフ　ダイヤラウンドポイント
歯科技工用ダイヤモンド研削材

●裏装面調整用。

包装　1袋＝1本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000006

ソフリライナータフ　フィニッシングポイント
歯科技工用アブレシブ研削器具

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞セットの付属品と
して使用しているものです。

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞専用研磨ポイント。
●仕上げ用。
※ソフリライナータフの研磨は、研磨されたレジンのような滑沢な面

を得ることができません。滑らかにする程度の研磨になります。

包装　1箱＝6本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000008

0 10 20 30 40 硬度：ShoreA

18

30

24

40

ソフリライナー（スーパーソフト）

ソフリライナー（ミディアムソフト）

ソフリライナータフ スーパーソフト

ソフリライナータフ ＜ミディアム＞

軟らかさの比較
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ソフリライナータフ スーパーソフト
義歯床用長期弾性裏装材

●義歯用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）
●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞よりも軟らかく、

歯槽骨の鋭縁等による疼痛がある症例や粘膜下組織が菲
薄で弾性に乏しい症例、また粘膜調整や暫間裏装が必要
な症例にも適したシリコーン系弾性裏装材です。

●同程度の軟らかさのソフリライナーのスーパーソフトに
比べて、引裂き強さ約2倍、耐摩耗性約5倍と、軟らか
さと同時に、ちぎれにくさや面荒れのしにくさといった
物性の強さを両立させました。

●硬度（ShoreA）24
※ソフリライナーのスーパーソフト、ミディアムソフトのように、ス

チールバーでは削れません。症例やチェアタイムの時間に合わせて
選択下さい。

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各26g）、
ソフリライナータフ プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS  10本、
筆（No.5）  1本、スパチュラ No.001 1本、
カップ（プライマー採取用） 1個 、
概形修正用ポイント（S1） 1本、
パットホイールT 1枚、
ワッシャー 2枚 

（管理医療機器）認証番号222AABZX00184000

ソフリライナータフ スーパーソフト ペースト 単品
義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各26g） 

（管理医療機器）認証番号222AABZX00184000

ソフリライナータフ スーパーソフト 研磨システム
歯科技工用研削・研磨器材キット

●ソフリライナータフ スーパーソフト専用の研磨システ
ムです。

●裏装後はメスで余剰除去から形態付与まで行い、概形修
正用ポイント（SI）、パットホイールTの順で仕上げます。

包装　1箱＝概形修正用ポイント（S1） 1本、
パットホイールT 5枚、
ワッシャー 2枚 

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000113

イメージとして、
グミキャンディの
ような硬さ

〈ショアA硬度〉24
10kgの荷重を
かけた時

無加圧

■柔らかさ（硬さ）
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ソフリライナー（ミディアムソフト）
義歯床用長期弾性裏装材

●義歯床用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）
●適度な軟らかさのミディアムタイプ。
●無味・無臭・無刺激・無発熱。
●1液のプライマーで、アクリルと強固に接着します。
●トクヤマディスペンサーⅡ（別売）を使用し、自動練和

されたペーストを、直接義歯に盛り上げ、リライニング
を行います。

●スチールバー T101で形態修正が可能です。
●硬度（ShoreA）30

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペーストカートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各27g）、
プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS 5本、
TDⅡミキシングチップS 5本、
ブラシ 2本、スパチュラ 1本、
カップ（プライマー採取用） 2個、
スチールバーT101 1本、
パットホイールT 1枚

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー（ミディアムソフト） ペースト 単品
義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各27g）

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー プライマー 単品
義歯床用長期弾性裏装材

●アクリル義歯床とソフリライナーを接着させるプライ
マーです。

包装　1箱＝10mL 1本

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000
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ソフリライナー（スーパーソフト）
義歯床用長期弾性裏装材

●義歯床用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）
●ソフリライナー、ソフリライナータフの中で最も軟らか

く、義歯に対する疼痛解消に適しています。
●無味・無臭・無刺激・無発熱。
●1液のプライマーで、アクリルと強固に接着します。
●トクヤマディスペンサーⅡ（別売）を使用し、自動練和

されたペーストを、直接義歯に盛り上げ、リライニング
を行います。

●スチールバー T101で形態修正が可能です。
●硬度（ShoreA）18

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペーストカートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各27g）、
プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS 5本、
TDⅡミキシングチップS 5本、
ブラシ 2本、
スパチュラ 1本、カップ（プライマー採取用） 2個、
スチールバーT101 1本、
パットホイールT 1枚

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー（スーパーソフト）　ペースト 単品
義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク
包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本

（ベース/キャタリスト各27g）

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ミニブラシ（No.22）

●ソフリライナーの付属品として使用しているものです。
●毛先はナイロン製。

包装　1箱＝30本
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ソフリライナー 研磨システム
歯科技工用研削・研磨器材キット

●ソフリライナーの形態修正後、滑らかな面を得る時に使
用します。

※ソフリライナーは、研磨されたレジンのような滑沢な面を得ること
ができません。滑らかにする程度の研磨になります。

包装　1箱＝スチールバーT101 1本、
パットホイールT 5枚、マンドレルT 1本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000009

シリコーンリムーバーハンディタイプ

●裏装されたソフリライナータフおよびソフリライナーを
義歯床から剥がすときに使用します。

●インプリンシス アドヒーシブを使用して、個人トレー
に接着させたシリコーン印象材を剥がすときにも使用可
能です。

包装　1箱＝7mL 1本

スチールバー T101
歯科技工用スチール切削器具

●ソフリライナー（スーパーソフト/ミディアムソフト）
の付属品として使用しているものです。

●硬化したソフリライナー（スーパーソフト/ミディアム
ソフト）の形態修正に使用するスチールバーです。

包装　1箱＝2本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000005

裏装面に切り込みを入れて
アクリルレジン面を露出させ
る。

1

露出面に「シリコーンリムー
バー」を1～2滴滴下し、放置
する。

2

インスツルメントや鋭利なヘラ等を
裏装材とアクリルレジンの境界部に
押し込み、少しずつ裏装材を剥がす。

3

露出面に「シリコーンリムー
バー」を1～2滴滴下し、放置
する。

4

インスツルメントや鋭利なヘラ等を
裏装材とアクリルレジンの境界部に
押し込み、少しずつ裏装材を剥がす。

5

操作2～5を繰り返し少しず
つ裏装材を剥がしていく。

6

裏装材を剥がした状態

7

操
作
手
順（
例
）

■「シリコーンリムーバー」の使用により、裏装された「ソフリライナータフ」「ソフリライナー」を簡単に剥がすことができます。
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フィッティング ジグ
歯科用咬合器

●ソフリライナーやソフリライナータフといった長期弾性
裏装材の間接裏装の際に使用する咬合器です。

●簡便ながら精度の高い裏装作業が行えます。
●裏装の均一な厚みの確保が容易に行えます。
●上下ともマグネット付スプリットキャストなので、模型

の取り外しも容易です。
●左右にスライドするロックレバーの採用で、嵌合不良に

よるズレ等も起こりません。

包装　1箱＝フィッティング ジグ 1台、
ボクシングリング 2個、
マグネットキーパー 10枚

（一般医療機器）届出番号13B3X10115000034

作業の流れ

■寸法　単位：㎜

上板に石膏泥を盛り付け 模型をセットして石膏の
硬化を待つ

下板に石膏泥を盛り付け 上下に分割して義歯を取
出す

義歯粘膜面を切削
軟質裏装材の厚み確保

模型をセットしたら上下
板を合わせてロックレ
バーを引き石膏の硬化を
待つ

接着材の塗布 ペーストの盛り付け 上下を嵌合させ圧接 義歯の取り外し・研磨 完成ペーストの硬化待ち
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ティッシュケア
義歯床用短期弾性裏装材

●義歯床の不具合を主訴とする急患や難症例の、新義歯作
成までの粘膜調整、暫間裏装に使用する材料です。

●従来の粘膜調整材に使用されている可塑剤と異なり、可
塑化作用をもつポリマーを高分子化することで、溶出を
抑制することができ、軟らかさを長期に持続させること
が可能になった粘膜調整材。

●色調は、審美性に優れた「ピンク」と、処置部が判りや
すい「ホワイト」の2種類。

●生薬系、酵素系の義歯洗浄剤が使用できますので、裏装
後も衛生的に使用することができます。

※酸素系洗浄剤は使用不可。塩素系洗浄剤は色落ちの可能性があるた
め1時間以内の浸漬。

○機能印象には適していません。
※軟らかさが持続するため咬合圧等で変形し続ける性質があり、最終形態であ

る判断が難しい材料です。必要に応じて追加裏装などの処理を施して下さい。

色調　2色　ピンク、ホワイト
包装　1箱＝粉末 90g 1個、液 60mL 1本、接着材 15mL 1本、

粉計量カップ 1個、スポイト 1本、
ラバーカップ No.3（ラベンダー） 1個、
スパチュラ No.001（ラベンダー） 1本、
筆 No.5 1本、接着材用カップ 2個

　 （管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア イントロセット
義歯床用短期弾性裏装材

●ティッシュケアの少量サイズのセットです。
色調　2色　ピンク、ホワイト
包装　1箱＝粉末 18g 1個、液 15mL 1本、接着材 10mL 1本、

粉計量カップ 1個、スポイト 1本、
ラバーカップ No.3（ラベンダー） 1個、
スパチュラ No.001（ラベンダー） 1本、
筆 No.5 1本、接着材用カップ 2個

　 （管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　粉末 単品
義歯床用短期弾性裏装材

色調　2色　ピンク、ホワイト
包装　1箱＝粉末 90g 1本

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　液 単品
義歯床用短期弾性裏装材

包装　1箱＝液 60mL 1本

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ピンク ホワイト
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ティッシュケア　接着材 単品
義歯床用短期弾性裏装材

包装　1箱＝接着材 15mL 1本

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　粉末計量カップ

●ティッシュケアの粉を計量します。

包装　1袋＝1個

トクソー毛筆セット No.5

●ティッシュケア、トクヤマリベースⅢ、トクソー ライ
トリベース、ソフリライナータフの付属品として使用し
ているものです。

包装　1袋＝4本

ティッシュケア　スポイト

包装　1袋＝1本

ラバーカップ No.3（ラベンダー）

サイズ　内径：38mm　総高さ：39mm
包　装　1袋＝2個

スパチュラ No.001（ラベンダー）

包装　1袋＝1本
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治療用義歯を応用した総義歯の
臨床テクニック
〜デンチャースペースに適合した総義歯の製作法〜

DVD

●2002年9月に「治療用義歯を応用した総義歯の臨床」
（医歯薬出版株式会社）を出版。なお多くの読者からそ
のテクニックをより詳しく知りたいとのお声を頂き、
DVDで登場！

内　容
1診査・診断

口腔内チェックと診断
2治療用義歯の製作

顎位を決める
義歯を入れて印象を採る
咬合器へのトランスファー・仮床の作製と人工歯排列
ワックスデンチャーの試適とレジンへの置換

3治療用義歯の装着
治療用義歯の適合・調整
治療用義歯の咬合調整

4治療用義歯によるリハビリ
リハビリと咬合調整

5本義歯製作
治療用義歯から本義歯へ
シリコーン義歯の製作（間接法）

6本義歯装着
本義歯の適合とチェックバイト
リマウントして咬合調整
本義歯　口腔内での最終調整

包装　1パック＝DVD 1本（105分）

来るべき超高齢化社会に向け、一人でも多くの患者
さんのためにも、私のテクニックが参考になればと
思い、この度映像化いたしました。

監修　加藤 武彦 先生
神奈川県横浜市開業

DVD
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