
　写真）約 190 年前の抜歯鉗子 ( レプリカ )

抜歯改革
The innovation of tooth extraction



４ヶ所の爪＜ Claw ＞により優れた力学的バランスで
歯を安定保持。さらに内面ギザのスパイク効果により
保持力を高めて確実につかむ＜進化系 抜歯鉗子＞

PAT.5858116

抜歯鉗子 Claw

内面のギザによる＜スパイク効果＞

4 ヶ所の爪による＜安定保持＞

バネによる

＜微調節機能＞

規格／使用部位

Claw
#1 #4 #10S #27

前歯 小臼歯 上顎大臼歯 下顎大臼歯

Claw
乳歯用

#An #Po-U #Po-L

乳前歯 上顎乳臼歯 下顎乳臼歯

鉗子の爪がつねに歯頚部の 3～４ヶ所にかかることによって力学的バランスの良い
支点となり、歯を安定して保持します。そのため、歯頚部の幅や湾曲の大きさを選ばず
に幅広く適応します。

歯の保持に強い力を必要としない
ため、スリムで軽量化を実現。
把持操作での負担が軽減されます。

  ●爪 ( エッジ ) の砥ぎ修理について
　 長期間のご使用により、鈍化した爪（エッジ）は砥ぎ修理を承り
　  ます。ご依頼の際は、お買い上げの歯科商店様へお出しください。

スリムな軽量ボディー

爪の 3 ～４ヶ所の支点による保持機能に加え、内面ギザの
エッジによるスパイク効果で、保持力をさらに強固にします。
そのため、力のかけ過ぎを防ぐことができ、歯質が脆い歯、残
存歯質が少ない歯にも有効です。

バネにより先端部の可動範囲が
安定するため、歯頚部に適合させ
る際のコントロールが容易です。
従来のようにハンドル中央部に
指を入れて調節しながら適合さ
せる必要がなく、作業がスムーズ
に行えます。

クロー



乳臼歯
抜歯時

乳前歯
抜歯時

[ 実物大 ] [ 実物大 ] [ 実物大 ]

[ 実物大 ]

[ 実物大 ]

[ 実物大 ]

[ 実物大 ]

#1 
（前歯）

#4
 （小臼歯）

＃ An 
（乳前歯）

全長／ 146 ｍｍ

全長／ 146 ｍｍ

全長／ 147 ｍｍ

＃ Po-U 
（上顎乳臼歯）

＃ Po-L
（下顎乳臼歯）

全長／ 170 ｍｍ 全長／ 168 ｍｍ全長／ 161 ｍｍ

全長／ 162 ｍｍ

#27
 ( 下顎大臼歯 )

#10S
 ( 上顎大臼歯 )

医療機器届出番号 11B1X1000639D301　一般的名称　抜歯用鉗子 医療機器届出番号 11B1X1000639D301　一般的名称　抜歯用鉗子

コード No.101220
標準価格 各￥19,800

コード No.101221
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写真提供 ： 青井良太先生　SBC (Surgical Basic Course) 主幹

抜歯鉗子Claw
クロー

抜歯鉗子 Claw 乳歯用
クロー



[ 実物大 ]
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[歯根膜空隙への挿入イメージ]

バネの感覚で操作性 UP

シャープなエレベーター状の先端が歯根膜空隙
へ入り込み、内面ギザのエッジで強固につかむ

先端背面部の厚みをカットしました。
シャープな先端部が歯根膜空隙への挿入を可能にします。

内面ギザで強固につかむ

シャープな先端部が入り込む

細く長いネックで届く

●先端背面部の厚みが薄いため
　歯根膜空隙へ挿入できます。

先端部

歯根膜空隙

内面ギザのエッジによるスパイク効果で
滑りにくいため、歯質が脆い残根を力を
かけ過ぎずにつかむことができます。

バネにより可動範囲が安定して動きのコントロールがしやすいため、先端部の
感覚が伝わりやすく、力のかけ過ぎも防ぎます。

ネックが細く長いため、隣在歯を避けて
残根に届きます。

医療機器届出番号 11B1X1000639D301　一般的名称　抜歯用鉗子

標準価格 各￥19,800

抜歯鉗子 残根用 タイプ 2

前歯残根用
コード No.101222

臼歯残根用
コード No.101223

全長／ 165 ｍｍ

全長／ 160 ｍｍ



大阪　〒564-8650　吹田市垂水町３丁目33番18号　TEL06-6380-2525
東京　〒110-8513　台東区上野2丁目11番15号　　　TEL03-3834-6161

〒355-0042　埼玉県東松山市今泉28　医療機器許可番号 11B１X１000６

デンタル事業部　〒114-0014　東京都北区田端6-5-20　TEL03-3828-3161　FAX03-3827-8991
　　http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

製造販売元

問　 合 　先

発売

http://www.dental-plaza.com/

※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※掲載製品の標準価格は、2016年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

槍状の薄い先端部が歯根膜空隙へ入り込み歯根膜線維
を鋭利に切断。周辺組織への侵襲を最小限に抑えるた
め、インプラント即時埋入の抜歯に有効です。

エレベーター B 型 スピアー

●槍状の先端が、残根等の
  見つけにくい歯根膜空隙の
  探知を可能にします。

●薄い先端部で、狭窄して
   いる歯根膜空隙にも挿入
   できます。

●先端部を歯根膜空隙に根尖
側方向へ挿入することによ
り、歯周靭帯を切断し、楔
作用で歯牙を挺出させます。

〔使用方法〕

○

●てこの作用で歯根を持ち上
げるような操作は行わない
でください。先端部が破折、
変形する恐れがあります。

×
〔注意点〕

＃ 1S（ストレート）

3.
7m

m

●先端部が反っているため、歯軸に
   合わせて挿入しずらい臼歯部での
   使用に有効です。

[ #1C（カーブ） ] [ #1R（リバース） ]

●先端部が内側に反っているため、臼歯部
   の遠心面や舌・口蓋側からのアプローチ
   に有効です。

[ #2･#3 ]

●臼歯部などストレートシャンク
   では届きにくい部位に有効です。

●作業部の中心がハンドルの延長
   線上になるように設計されてい
   るため、操作バランスがよく、
   感覚伝達性に優れています。

＃ 1C（カーブ )

＃ 1R（リバース）

＃ 2

＃ 3

医療機器届出番号　11B1X1000645D005 一般的名称　歯科用エレベータ　

コード No.101158
標準価格 各￥8,800


