
３ＭTM ペンタTM アルジネート印象材

ユーザーズ ボイス

当院では、「患者の為の高品質な治療」を目指している。印象採得は補綴物作製の入り口で、治療の品質に、大きく影響するプロセスである。印象材の自動練和器は、
手技によるばらつきを抑え、治療品質を安定化でき、その上、スタッフの労働環境も改善できると考え採用をした。導入後、印象材の気泡が明らかに減ったと実感し
ている。粘稠度も誰が準備しても均一であるので、印象材のばらつきも減り、治療の品質も上がっていると感じている。スタッフの労働環境も改善し、スタッフにも
患者にも良いシステムである。

３Ｍ TM ペンタTM アルジネート印象材の採用は、粉からペーストの材料の単純な置き換えでなく、印象採得のプロセスが変わる「印象採得システム」の「変革」である。この「変
革」は、スタッフにとっても大きい。自動練和器を使い慣れれば便利になることは間違いないが、これまで使い慣れた手練りタイプの印象材を、何となく使ってしまい、
いつまで経っても手練りの印象材を使ってしまうことになりがちである。そのため、システムを「変革」をするときには、過去の手練りタイプの印象材の選択肢を残さず、
スタッフには、新しいシステムの使用で統一することを徹底することが重要である。当院では、ペンタアルジネートを採用後は手練りの印象材の使用の選択肢をなく
した。そのことによって、早い段階から新しいシステムに慣れ、スタッフも利便性を早く実感することができている。

手練りタイプには戻れない1

当院では、治療品質を高めるために、スタッフの手技、例えば印象材であれば、練り方や盛り方などをできる限り規格化している。ただ実際に運用するためには、
規格化しただけでは難しく、新しいスタッフが入った後は、スタッフ同士の練習から始め、片顎・全顎など順を追ってトレーニングしていくことが必須である。こ
れまで手練りタイプの印象材を使用していたときには、当院が求める一定のレベルになるまでは、印象に不慣れな新しいスタッフの場合、半年程かかっていた。３
Ｍ TM ペンタTM アルジネート印象材を導入したことによって、新しいスタッフでもすぐに求める水準の印象準備ができることは大きなメリットである。特に、当院で働
いているスタッフの人数や期間を考えると、経営にあたえるインパクトも非常に大きいと考えている。

42 名のスタッフ × 半年間のトレーニング2

導入当初は新しいシステムに合わせた運用の工夫が必要である。例えば、ミキシングチップの清掃では、使
い終わった時点でトレークリーナーに入れ、清掃を簡単にしている。また、口腔内保持時間は、これまで使
用していた印象材より少し長くなっているため、硬化の確認は、頬舌側の両方触って確認するようにしてい
る。また、印象採得のタイミングが重なることもあるため、自動練和器は、アルジネート用を 3 台追加導入し、
チェアごとの印象のタイミングを気にせずにスタッフが使えるようにしている。

「チップの清掃」「硬化の確認」「３台の自動練和器の設置」4

スタッフに手練りの選択肢を残さない3

使 い 終 わ っ た チ ッ プ は ト レ ー と と も に ト レ ー
クリーナーに入れる。

保険診療では、全ての印象採得で３ＭTM ペンタ TM アルジネート印象材をご使用されている鷲谷先生に３ＭTM 
ペンタ TM アルジネート印象材の導入のメリットと使用方法のコツをお伺いしました。

鷲谷 一晴 院長
秋田県南秋田郡五城目町　医療法人晴功会　わしや歯科医院

インプリントTM 4 印象材 ペンタ TM

ソフトトレー ボディ ダブルパック

●  インプリントTM 4 印象材 ペンタTM ソフトトレー ボディ（71550）× 2箱
●  ３ＭTM インプレッション トレイ × 6個
    （上顎S、M、L ／ 下顎S、M、L 各1個）

セット
内   容

セット
内   容

●  インプリントTM 4 印象材 ペンタTM ヘビー ボディ（71484） × 2箱
●  ３ＭTM インプレッション トレイ × 6個
    （上顎S、M、L ／ 下顎S、M、L 各1個）

キャンペーン希望医院価格

製品番号 71550WT

49,700円 キャンペーン希望医院価格

製品番号 71484WT

57,000円

インプリントTM 4 印象材 ペンタ TM

ヘビー ボディ ダブルパック

ペンタミックス TM ライト 印象材自動練和器の導入セットもご用意しています。

129,000円

印象材自動練和器＋アルジネート印象材＋シリコーン印象材のセットに
印象材マニュアル、操作マニュアル、ユーザーズボイスを追加しました。

希望医院価格

製品番号

ペンタミックスTM ライト 印象材自動練和器 導入セット
（自動練和器＋シリコーン＋アルジネート）

8070   用本日東 zH05 ： |  8071 用本日西 zH06 ： 

108,000円

印象材自動練和器＋シリコーン印象材のセットに
印象材マニュアルを追加しました。

希望医院価格

製品番号

ペンタミックスTM ライト 印象材自動練和器
シリコーン印象材導入セット（自動練和器＋シリコーン）

78000S   用本日東 zH05 ： |  77908S 用本日西 zH06 ： 

インプリントTM 4 印象材
ペンタTM ダブルパック キャンペーン

キャンペーン期間限定！  シリコーン印象採得にお役立て頂けるトレイと組み合わせてご提供！

キャンペーン期間 2019年11月1日（金）～2019年12月27日（金）



印象材保持用のフリース状シートを採用した独自の
セルフリテンション設計。トレーアドヒーシブは不要。

ペンタミックスTM 印象材自動練和器対応の

アルジネート印象材
ペンタミックスTM 印象材自動練和器対応の

インプリントTM 4 印象材

３ＭTM インプレッション トレイ

※1. 日本未発売　／　※2. 下顎Mサイズトレーの場合
※3. 練和開始から硬化の始まりまでの経過時間（JIS-T6505：2005 23℃環境下）　／　※4. 37℃環境下

3M社内調べ

1 滑沢な印象表面性状 1 よりスピーディでスマートな印象採得

2 材料の無駄も無く、経済的！

細部まで緻密に印象採得が可能！
ペンタミックスTM 印象材自動練和器での練和により、均一な練和が可能です。
また寒天とのなじみが良く、緻密な模型表面が得られます。 高い精度！ もっと短時間で！ 幅広い症例に使い易く！

高い親水性を実現。歯肉縁下の細部、内側性窩洞に流れ込み、クリアな印象
採得が可能です。また３Ｍ独自のセルフウォーミング機能（自己発熱機能）
で、作業時間はしっかりキープしたまま、口腔内での硬化時間のみを短縮
しました。（当社従来品比）

印象材を半額でご使用いただけます（1mL単価）
インプリントTM 4 ペンタTM 印象材製品は、50mLカートリッジに換算すると7.2本
分の大容量。1mL当たりの価格が半額で、材料の無駄もなく経済的にご使用
いただけます。

2 気泡が少なく、均一な練和

3 ボタンひとつで簡単練和

エラーが減少！
自動練和による均一な練和により、気泡の少ない練和が可能です。

手練り
（3M社手練りアルジネート印象材）※1 計量 90秒

30秒
練和・

盛り付け

練和 盛り付け 

3MTM ペンタTM

アルジネート印象材

トータル操作時間※3 ： 1分20秒
口腔内保持時間 ※4 ： 2分30秒

60秒
短縮※2

インプリント™ 4 印象材
ペンタ™ ソフトトレー ボディ

インプリント™ 4 印象材
ソフトトレー ボディ

コストの比較
（円/mL）

容量の比較

38円 76円（　　の半額）

360mL 50mL（　　の7.2本分）

販売名：インプリント 4 印象材　認証番号：225AKBZX00168000　／　販売名：ペンタミックス ライト 印象材自動練和器　届出番号：13B1X10109000256　／　販売名：３Ｍ ペンタ アルジネート印象材　認証番号：229AKBZX00023000
販売名：３Ｍ インプレッション トレイ　届出番号：13B1X10109000112

トレーアドヒーシブ不要で、
快適な印象採得を！ 剛性の高いトレーの材質が、印象の変形を抑制。

サイズは上下顎それぞれS、M、Lの3種類をご用意。

インプラントの印象にも使用可能。

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2019. All Rights Reserved. DEN-1655-AJ (091930) PN/e.３Ｍ、インプリント、ペンタ、ペンタミックスは、３Ｍ社の商標です。

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2019年9月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

http://go.3M.com/dental-jp
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