HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

DR. RINO BURKHARDT ご使用例
THE DR. BURKHARDT SWISS PERIO KIT

スイスペリオインスツルメント
• マイクロサージェリー用に特化
• 精密な作業端により、優れた操作精度と

• マット仕上げのハンドルと黒色の
作業端で光の乱反射を抑制

• 快適さと操作性の向上をもたらし

手指の疲労を軽減する、ユニークかつ
滑らかで太径の軽量ハンドル

組織損傷の軽減を実現

• 職人による精細な仕上げ

ブラックライン インスツルメント

• 高い強度と耐腐食性を併せもつ
イミュニティスチール（Immunity Steel ®）製

• 鋭利さと耐久性を維持し、潤滑性の

理 想を求めた重量バランス

向上を追求した堅固でスムーズな
ブラックコーティング加工から
生み出されるパフォーマンス

• 繊細なマイクロサージェリーに
より高い操作性と精度を発揮

• 処置部位や周辺組織におけるコントラスト
や視認性を高めた独特な黒色仕上げ

商品コード

商

品

名

ご希望の
品目に

標準価格

Burkhardt先生ご使用例フルセットをご希望

｜

以下①〜⑳ 標準価格合計： 431,300円

①

リノ・バークハート

先生

SPP24GSPX

10,600円｜

ぺリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24G BL＊

②

SPP24GSICX

ぺリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSIC BL

10,600円｜

③

SPP24GSP2X

ぺリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSP BL＊

7,800円｜

④

SPPSCHLEEX

ぺリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PPSCHLEE BL＊

7,800円｜

⑤

SPPH2X

＊

8,900円｜

＊

ぺリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PH2 BL

Dr. Rino Burkhardt

⑥

SPTPDSSPV

ティッシュプライヤー マイクロ スイスペリオ アナトミカル

55,600円｜

SwissPerio Educationの理事会メンバーの 1 人

⑦

SPTPDAPV

ティッシュプライヤー マイクロ スイスペリオ＊

55,600円｜

⑧

SPSPV

はさみ マイクロ カストロビージョ スイスペリオ＊

であり、研修トレーニングプログラムの責任者
を務めておられます。EFP（欧州歯周病学会：

European Federation of Periodontology）
の歯周病認定専門医で、ベルン大学医学部（ス

⑨

SPSPV45

＊

55,000円｜
＊

はさみ マイクロ カストロビージョ スイスペリオ 45°
＊

60,000円｜
82,000円｜

⑩

SPNHDPVN

持針器 マイクロカストロビージョ スイスペリオ

⑪

CL84X

ボーンキュレット ルーカス 両頭 84 BL

⑫

SHDPV

スカルペルハンドル ミニブレード用

に任命されています。現在、スイス歯周病学会

⑬

10-130-05E

スカルペルハンドル ヨーロッパスタイル 5E

9,200円｜

、
（Swiss Society of Periodontology: SSP）

⑭

SYG7/8CH

ユニバーサルキュレット ヤンガーグッド 両頭 7/8 #SS

5,800円｜

⑮

PCV12PT

カラービュープローブ 交換チップ(12入) 12

12,600円｜

⑯

PH6CH

カラーコードプローブ カラービュー用ハンドル #SS

2,100円｜

のアクティブメンバー、並びにスイス口腔イ

⑰

PQ2N6

カラーコードプローブ ネイバーズ 両頭 Q2N #6

5,900円｜

ンプラント学会（Swiss Society of Oral

⑱

DP17

ピンセット 17

4,500円｜

⑲

MIR5DSHD

ミラートップ HD 両面 5 1入

1,500円｜

⑳

MH6

ミラーハンドル コーンソケット #6

2,500円｜

イス）より修士号を授与されています。1996
年、チューリッヒで歯周病とインプラントに特
化した診療所を開業されました。また、香港
大学より名誉教授、チューリッヒ大学より講師

欧州審美歯科学会（European Academy

of Aesthetic Dentistry: EAED）
、欧州オッ
セオインテグレーション学会（European
Association for Osseointegration: EAO）

Implantology: SGI）の理事会メンバーとして
ご活躍中です。
これまでに数多くの論文や教科書
（一部章）を執筆・出版され、EFP の研究賞を
受賞されました。

■ペリオスチール／歯科用起子及び剥離子／ 13B3X10195G13101 ■ティッシュプライヤー／歯科治療用ピ
ンセット／ 13B3X10195G20101 ■はさみ 歯肉用／歯科用歯肉はさみ／ 13B3X10195G19101 ■持針器／持針器
／ 13B3X10195G16101 ■ボーンキュレット／歯科用キュレット／ 13B3X10195G06101 ■スカルペルハンドル
／ナイフハンドル／ 13B3X10195G32101 ■ユニバーサルキュレット／歯周用キュレット／ 13B3X10195G01102
■カラービュープローブ／歯周ポケットプローブ／ 13B3X10195G07103 ■ピンセット／ピンセット／
13B3X10195G34102 ■ミラー／歯鏡／ 13B3X10195G22101 ●医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

7,800円｜
25,500円｜

* は、Swiss Perio シリーズの製品です。

ティッシュプライヤー
マイクロ スイスペリオ
アナトミカル

作業端に非常に小さな鉤が付与されており、フラップや
グラフトマージンを不必要に傷つけることなく口腔粘膜を
確実に把持できます。

Microsurgical Pliers

SPTPDSSPV

55,600 円

ぺリオスチール
スイスペリオ 改良型
Periosteal Elevators

P24G

SPP24GSPX

10,600 円

BL（ブラックライン）

P24GSIC

口 腔 粘 膜 の 状 況 に合 わせて選 べる 3 種 類 の ペリオス
チールエレベーター。異なる形 状の作 業 端を備えてお
り、微細な乳頭突起から口蓋の凹凸のある粘膜まであ
らゆるタイプのフラップ拳上に対処できるようデザイン
されています。エレベーター先 端の鋭 利さと、適切な
平坦さと硬さの組合せにより、侵襲 性を最小に抑えた
歯肉弁形成が 実現されます。また、切れ込みの入った
鈍な作業端は厚みのあるフラップ 挙上 用で、骨表面や
歯槽骨頂上で確実に安定させることができます。

ティッシュプライヤー
マイクロ スイスペリオ
Microsurgical Pliers

SPTPDAPV

縫 合や結 紮 用にデザインされていますが、軟 組 織の把持に
も適 用です。作業端の形 状は非常に精細で、縫 合糸を確実
に把持し、外 科 処置中の組 織損傷を最小限に抑えることが
可能です。

55,600 円

SPP24GSICX

10,600 円

BL（ブラックライン）

P24GSP

SPP24GSP2X

7,800 円

BL（ブラックライン）
はさみ マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
ぺリオスチール
スイスペリオ 改良型

PPSCHLEE

（パピラエレベーター＆ティッ
シュダイセクター）
Papilla Elevator &
Tissue Dissectors

歯間乳頭の位置を調整する際に使 用するもので、歯間
部 へ のアクセスが必 要な 場合に適 用です。歯 間 乳 頭、
基底部およびコル相当部にシャープな歯肉溝内切開を
行った後、適切に歯間部の粘膜を挙上し調整すること
ができます。術野の一次治癒達成や安定性を維持する
上で重要な要素です。

軟 組 織の細かい切除や、術野マージンや移植 用粘膜のトリ
ミングに使 用する、ややカーブした鋭 利な作 業 端をもつ 微
細組織用はさみです。

Microsurgical Scissors

SPSPV

55,000 円

SPPSCHLEEX

45°

7,800 円

BL（ブラックライン）
はさみ マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ 45°

作業端に傾きをもたせることで、大臼歯部における
遠心部の難しい部分にも容易にアクセス可能なデザイン。

Microsurgical Scissors

SPSPV45
ぺリオスチール
スイスペリオ 改良型

PH2

（パピラエレベーター＆
ティッシュダイセクター）
Papilla Elevator &
Tissue Dissectors

抜歯窩など、粘膜が骨に強固に癒着して剥離が困難な
部 位に適 用です。深 部 の 硬 組 織 創 傷 面 から 容 易にフ
ラップ形成することができます。
反対側の作業部（写真右側）を用いると、粘膜を遠 心
側から近心側にプルストロークで 挙上することが でき
ます。

60,000 円

SPPH2X

8,900 円

BL（ブラックライン）

持針器 マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
Needle Holder

SPNHDPVN

82,000 円
【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp
〒1 01- 0021 東京都千代田区外神田 6- 13-10 プロステック秋葉原 6Ｆ
Tel 03-4550-0660
【受付時間】9:00 〜 17:00（土・日・祝祭日を除く）

【製造元】

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年 10月01日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、
または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です：HU-FRIEDY, Immunity Steel, ColorVue,
©2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. N2310J/1018

細部まで設計を見直し、独特な操作性を実現しました。
細い縫合針を確実に把持し、6-0 から 8-0 までの縫合糸に

適用です。圧を加えなくても指の回転操作でロックがかかり、
手指の動きをより正確に伝えることができます。僅かな力で
ロックをかけられるため、縫合針を把持する手のブレを抑制
します。

