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子供から大人まで顔の大きさに合わせて使用する
事ができる

上の段が未使用品、下の段が各スタッフが 10 回
程洗濯して使用しているもの

診療風景

高性能で着用感がよく、繰り返し洗えてストレスなく
使用できるアベビータプロテクトマスク 2.0

術者である私たちが診療において感染しないためにも

高性能なマスクが必要です。

コロナウイルスに脅かされる世の中で、感染対
策としてマスクをすることは必須となっていま
す。 歯科では患者さんがマスクを外して診療
をせざるを得なく、また口腔内で歯の切削やク
リーニングをする際エアロゾルを生み出してし
まいます。 術者である私たちが診療において感
染しないためにも高性能なマスクが必要です。 

高性能なマスクとしては N95 マスクがありま
すがコロナ禍の現在では、入手も簡単ではあり
ません。 また、N95 マスクの難点として、な
かには呼吸するのがとても苦しいもの、顔に
フィットせず隙間ができてしまうもの、耳の紐
がキツすぎて顔に密着するが目の下や鼻の頭が
真っ赤になる程食い込んでしまうものなどがあ
り、長時間使用するには辛いと感じることもあ
りました。 使い捨てが前提で作られているので、

滅菌することで独特な匂いを発したり、水洗い
すると効能が落ち繊維が毛羽立ったりと、快適
に使用することを難しく感じていました。

そんな中、このアベビータプロテクトマスク
2.0 を使用し、まず驚いたのが 0.3 ミクロン
粒子を 95% 防ぐ N95 マスクの効果のさらに
上をいく 0.1 ミクロン粒子を 99% 防ぐとい
う性能でした。 着けた感触は、肌に触れる布
が 100% 天然コットンのため柔らかく、サラ
サラとしており、肌にも優しいです。 耳の紐
は各自調節できるようアジャスターが付いてお
り、子供から大人までそれぞれの顔の大きさに
合わせて使用することができます。 紐も太めで
耳の裏が痛くなりません。 布製でありながら鼻
にフィットさせるためのワイヤーも入っている
ので、顔へのフィット感があり、マスクの隙間

から息が漏れることもありませんし、呼吸もし
やすいです。 

そしてこれまで使用してきた N95 マスクとの
最大の相違点は洗って繰り返し使用できること
です。手洗いで洗っているスタッフ、洗濯機で
ネットに入れて洗っているスタッフといます
が、布地も毛羽立たず、ほとんど色あせること
もなく快適に使用しています。 週に1〜2度、
20 回洗って使用できるのでコスト面でも悪く
ありません。 また、デザイン性もあり 5 色か
ら選べるので気分も上がります。 

まだまだコロナウイルスの感染対策が必要な
中、これほど高性能で着用感がよく、また繰り
返し洗えて、ストレスなく使用できるアベビー
タプロテクトマスク 2.0 は診療の上で必要不
可欠なのではないでしょうか。

Products Information

キャビネ・ラピヌー
（千葉県浦安市）

日本小児歯科学会認定歯科衛生士

　中野 真弥

デザイン性の高い洗えるプロテクトマスク

商品名　

アベビータプロテクトマスク2.0　1枚入
ピンク／ライトブルー／ホワイト／グレー／ブラック ピンク ブルー ホワイト グレー ブラック

・ 患者様ご説明用の価格記載が無いカタログはこちらのQRコードからダウンロードできます

幅広いノーズクリップ調整
鼻周りをフィットさせると
メガネなど曇りにくくなります
• 広げ過ぎないでください

洗えて繰り返し使える
• 気候や使用頻度にもよりますが、
 週に１～２回洗うことをお勧めします。
 独自の抗菌性により、使用毎に洗う必要は
 ありません
• 20回洗ったら交換してください
 （手洗い、またはネットに入れて洗濯機）

口回りに空間があり呼吸が苦しくない
• 運動には適していません
 吸気抵抗130 Pa　呼気抵抗103 Pa

ポリプロピレン／フッ素樹脂ナノフィルター

薄い機能素材で熱がこもりにくい

子供から大人まで
簡単にフィット調整できる
イヤーループ

内側は肌にやさしい100％天然コットン4 層ナノフィルター構造 清潔な空気

高い撥水性により飛沫感染予防

99％抗ウイルス※2

99％抗菌※3

99％フィルター性能※4

0.1 ミクロン (0.0001mm)
粒子まで捕集※5

花粉
PM2.5～0.1
菌
ウイルス

■ 4層構造

※2 ANTIVIRAL ACTIVITY TEST　ISO 18184 
※3 ANTIBACTERIAL TEST　ISO 20743 
※4 FILTER EFFICIENCY / RESPIRATORY RESISTANCE
 GB　2626-2006 
※5 BFE TEST　EN 14683

医療従事者から一般の方まで幅広く使える
スイスでクラスⅠ医療機器※1

※1 届出 CH-202004-0041
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Products Information

アベビータプロテクトマスク2.0 バルブ付アベビータプロテクトマスク2.0 バルブ付
フィット感と口回りの空間が快適
息がこもりにくいバルブタイプ

商品名　

アベビータプロテクトマスク2.0 バルブ付　1枚入
ホワイト／ブラック

ホワイトとブラックの2色展開
目立ちにくいバルブ

バルブ付新登場

スタッフで好みの色のマスクをつけています

当医院の物販コーナー

院内ディスプレイ

この記事をご覧の皆さんは、普段布マスクを使用されていますか？
新型コロナウイルスが流行し不織布マスクが手に入りづらく価格が高騰した
頃から、市販や手作りの布製のマスクを使用している方が多く見られるように
なりました。しかし、布マスクは一般的に見た目やコストパフォーマンス重視
のイメージがあり、フィルター性能に疑問が残ります。また、密閉感のなさか
ら避けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが『アベビータプロテクトマスク 2.0』です。
クロスフィールド社の方に院内セミナーで商品説明をしてもらった際にお話
をうかがい、布マスクの常識を覆す性能の高さと使用感の良さから、「ぜひう
ちの物販で取り扱いたい！」と即決した商品です。

まず従来の布マスクとの決定的な違いは、高い撥水性と４層の高性能フィル
ターが備わっていることです。そして抗菌・抗ウイルス性。スイスではクラス
Ⅰ医療機器にも登録されている医療用布マスクです。

布マスクには珍しいノーズワイヤー入りで顔にフィットするのでメガネも曇
る事なく使用できます。
また、生地に立体感と張りがあり、口元には空間があくので会話の際も張り付
きや息苦しさを感じることがありません。
また、イヤーループにより調節可能な作りでどんな方にもピッタリ快適にご使
用いただけます。“大柄なので市販の不織布マスクは小さくて耳が痛くなる。”
とおっしゃっていた男性の患者様から、お子様やお顔が小さい方まで、幅広く
お使いいただいています。

そして、私が特にお伝えしたいのが肌触りのよさです。
私は、新型コロナウイルス流行で院外でも常にマスクをするようになってか
ら、摩擦によるかゆみや乾燥、肌荒れを起こすことが多くなっていました。ア
ベビータプロテクトマスク 2.0 は内側に 100％天然コットンを使っているた
め肌触りがとてもよく、通勤時のマスクをこちらに代えてからマスクによる肌
荒れに悩むこともなくなりました。

もちろん他の布マスクと同様に洗って繰り返し使用できます。また、抗菌性が
あるので使用ごとに洗う必要がない点や、ネットに入れて洗濯機で利用できる
点も便利で患者様に好評です。

５色展開のナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインは普段のカジュ
アルな場面にはもちろん、院内で白衣やスクラブに合わせても非常にマッチし
ます。当院では受付スタッフが業務中着用しています。グレーやホワイトなら
スーツ等のビジネスライクな服装にも馴染みそうですね。

どの医院様でも、また通われる患者様も、様々な感染予防策を講じられている
と思いますが、それでもこのコロナ禍で外に出る不安や医療機関で働く不安は
なかなか拭えないものです。
そこで、この“歯科医院で買える高性能布マスク – アベビータプロテクトマ
スク 2.0”は是非、スタッフ様にも通われる患者さんにもお勧めしたいと思
います。

はら歯科クリニック
（兵庫県宝塚市）

歯科衛生士　星野 夕海

エコフレンドリー　新感覚の布マスク
アベビータプロテクトマスク 2.0

５色展開のナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインは普段の
カジュアルな場面にはもちろん、院内で白衣やスクラブに合わせても
非常にマッチします。
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出張歯科四つ木
（東京都葛飾区）

歯科医師　池川 裕子

立体ポケット付患者エプロンの有効性について

当院は訪問歯科を主に行っております。

訪問歯科診療の際に患者さんにエプロンを使用しますが

その際紙一枚タイプのエプロンを使用することが多いと思います。

脳梗塞の麻痺などによる口唇閉鎖不全等の全身状態によっては、
口角から唾液が垂れ続けてしまう方がいらっしゃいます。また、
患者さんの中には口腔清掃状態が悪く、口腔内からの出血が多
い方もいらっしゃいます。そして、その出血混じりの唾液を口
腔内で溜めることができず、口から溢れ出てしまうこともしば
しばあります。

また、このような方はお食事の際にも、口に入れたお食事が漏
れてきてしまうことや、お食事をお口に運ぶまでにこぼしてし
まうことも多くあります。

この立体ポケット付患者エプロンは下のポケットがそれらをあ
る程度キャッチすることができるので、洋服や床を汚す可能性
が少なくなります。実際に使用してみると、訪問歯科で遭遇す
るそのような様々なケースで有用だと感じました。（写真1,2）

このエプロンの特徴としては

・表面は吸水性のよい材質
・裏面は防水性の高いポリエチレン
・両肩に両面テープでつける形
・食事の際のエプロンとしても使用することができる
・感染予防対策になる
・使い捨て

等があげられます。

次にエプロンの吸水性についてです。
今回は確認するために、コップの水をエプロンにかけています。
表面はしっかりと水分を吸収しています。表面で吸収した水分
がエプロンの内側に染みてしまっては意味がありませんが、確
認したところ裏側はポリエチレンになっているため、全く水を
通していませんでした。
（写真3,4）

エプロンを外す際は肩の部分の両面テープが外しやすいように
対策されています。
そこからひっぱって外すと簡単に取ることができます。

そして、ポリエチレン加工になっているエプロンの裏面から表
側をくるめば、汚染された面をしっかりと包むことができます。

色々なタイプの患者さん用エプロンがありますが、このような
タイプのエプロンは少ないと思います。
是非一度、皆様もお試しになることをお勧めいたします。

写真1. 両面テープで留めるためエプロン
が動かず安定する

写真2. エプロンの長さがあり、ポケットも
あるため広範囲でせき止めることができる

写真3. 表面でしっかり水分を吸収

写真と共に実際の使用例をご紹介します

写真4. ポケットに水が溜まる

両肩のシールをはがす 両肩に貼る

手を入れたまま
ポケットを裏返す

裏面のポケットに手を入れる

表面に立体的な
ポケットができる
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COVID-19 により歯科診療のガイドラインが見直され日常の臨床で当た
り前のように繰り返される手洗い、消毒やエアロゾル対策を再度見直し、
理解しながら診療に向き合ってきました。
私も、緊急事態宣言下では、ガウンやゴーグル、フェイスシールド等を
着用していた歯科医療従事者の一人です。

緊急事態宣言が解除された頃に、クロスフィールド社から“術者保護エ
プロン”発売のお知らせが届きました。それは、２年前クロスフィール
ド社で開催された北欧研修ツアーにて見学したスウェーデンの歯科医院
の診療で実際に使用されていたエプロンでした。
すぐに先生にこの術者保護エプロンの導入を提案したところ、快く院内
に導入してくださいました。

これは、まさに患者・術者のための術者保護エプロンだと私は思います。

〜術者保護エプロンを愛用する５つの理由〜
① ディスポーザブルで衛生的に GOOD!
 術者が装着し、患者さんごとに交換できるのは衛生的であり、簡易保

護にも効果的と考えます。
② テープで固定のため、着脱が簡単
 当院では、肩とウエストで留めて使用する３点テープ留めタイプのエ

プロンを使用しています。テープで貼るだけのため着脱が容易で、診
療によりエプロンがずれる心配もなく診療に集中できます。

③ エアロゾルやペースト、切削粉から白衣を守れる
 研磨ペーストの付着や、次亜塩素酸による白衣の脱色など、日常の臨

床で白衣が汚れてしまうケースが多々あります。またドクターの場合、
口腔外バキュームを使用していても、外科処置やプロビジョナルの調
整時の切削粉にて白衣が汚れてしまうシーンがあるかと思います。術
者エプロンでは、それらから白衣を守ることができるのではないかと

医療法人社団　福田歯科医院
（北海道函館市）

歯科衛生士　西山 まどか

今後必要になる新しい感染対策 - 術者保護エプロン

「患者さんにエプロンを装着する」から
「患者、術者共にエプロンを装着し診療を行う」へ。

思います。また裏はビニール素材のため、エプロンから白衣へ汚れが
滲み出る心配も少ないです。

④ 手から肘まで洗うことが可能
 ガウンは長袖のため全身を保護できるメリットがあり、一方術者エプ

ロンには袖がないことがメリットでもあります。袖がないため、手指
から肘までをしっかり洗い、消毒することができます。

⑤ 白衣から患者さんへの感染対策
 診療時、患者さんの顔が白衣に近いため、白衣についたエアロゾルが

患者さんに付着することも考えられますが、このエプロンを装着する
ことでそのような感染を防ぐことができると思います。また患者さん
の立場になったときに、術者もエプロンをしていることで、感染対策
をしっかりしていると思っていただけ、安心してくださるのではない
かと思います。

〜術者保護エプロンに出会って〜
感染対策から使用を始めた術者保護エプロンですが、私はこのエプロン
をつけると背筋がピンと伸びる気がします。スウェーデンで歯科医療従
事者である仲間たちが使用し、生き生きと働いている姿を目の当たりに
したからかもしれません。

今後もこの術者保護エプロンを使用し、歯科医院に来てくださる患者さ
んの健康のパートナーとして向き合っていきたいと思います。

最後に、このように海外で使用されている使い勝手の良い器具、機材を輸
入し販売してくださるクロスフィールド社の皆様、そして日々私を支えて
くれている家族、勤務先の先生やチームの皆さまに感謝申し上げます。

写真３. 十分な長さのあるエプロン
なので、白衣が患者さんの頭部に直
接触れるのを防ぐことができます。

術者保護エプロン
3点シール留タイプ　ブルー

写真１. 2019年の北欧研修時。
スウェーデンの歯科医院にて歯科衛
生士がエプロンを使用しています。

写真２. 日々の診療にて、同じエ
プロンを使用しています。
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これまで納得のいく歯周治療が受けられず色々検索されていた際に、
当院のホームページをご覧になり来院された患者さんとのエピソード
をご紹介します。院長からの指示で担当となった私は、ゆっくり時間
をかけカウンセリング・検査をし、その患者さんに適したセルフケア
グッズを模索しました。その患者さんのモチベーションは高く、お勧
めしたセルフケアグッズも購入され歯周初期治療に入ったのですが、
なかなか PCR が良くなりませんでした。私は“なぜだろう、どうし
たらよいのか”と、悩んでいました。

ちょうどその頃、院長が研修のために訪問していたスウェーデン・デ
ンタルセンター（東京都千代田区　院長：弘岡秀明先生）へ、私も同
行したいと院長にお願いしたところ、弘岡先生、院長の両者から快諾
をいただき見学させていただけることになりました。以前から、弘岡
先生や同医院の歯科衛生士、加藤 典さんの実際の臨床現場を見学さ
せていただきたかったので、夢が叶った大変貴重な時間となりました。
その時、加藤さんが患者さんにお勧めしていた歯間ブラシがテぺだっ
たのです。私はその日までテぺ製品は見たことがあるくらいで実際に
使用したことはありませんでした。なぜ、世の中に多々ある歯間ブラ
シの中でも加藤さんはテぺを選んだのか、とても興味がわきました。
そして、教えていただいたこと。毛束が程よくあり、メタルワイヤー
は歯面を傷つけないようにプラスチックコーティングされているので
インプラントや補綴物、根露出部にも安全なこと、またワイヤーの根
元まで植毛されていること。エクストラソフトタイプの歯間ブラシは
外科処置後やデリケートな部位にも使用できること。その時の気持ち
は、“すごい！もう、とにかく早く使ってみたい！”…その後早速自
ら試し、そして当院でも導入することが決まりました。

徳重ガーデン歯科
（愛知県名古屋市）

日本歯周病学会認定歯科衛生士

西尾 いづみ

“ふわふわな感触”の TePe 歯間ブラシとの出会い

歯間ブラシは、日々臨床で行っている OHI（口腔衛生指導）において、
なくてはならないツールの一つです。患者さんが健康になるために、
そしてその健康維持のために、的確なツールを選択することは重要な仕事です。

私自身の感想としては、歯間に挿入した瞬間“なに、この気持ち良さ‼”
今までに無い感触でした。ふわふわ～っとして歯肉にあたる感じがや
さしいのに、しっかりプラークは除去できる。そしてブラシ形態が円
柱形なので、円錐型の歯間ブラシとは違い口蓋側隅角のプラーク除去
や、根面の凹みにも効果的ということでした。

この気持ち良さを色々な患者さんに伝えたい気持ちでいっぱいになり
ました。“そうだ、あの患者さん（前述の方）に勧めよう！”…そし
てその日がやって来ました。まず、「歯間ブラシを使わない理由をお
聞かせください」と尋ねてみると、患者さんから「あのガシガシする
感触がもうダメ」とのこと。この『ガシガシ』を理解して攻略しない
と先に進めないと思い、まずその時ご本人がご使用中の歯間ブラシを
あえて試していただき、自分なりの『ガシガシ』を感じたところで『テ
ぺ歯間ブラシのふわふわ』で挑みました。「いいね、ガシガシしない。
じゃあ使ってみようかな。」…やったー！それからその患者さんは、
治療のステージごとに歯間ブラシのサイズやかたさを適したものに調
整しながら使い続け、今は歯周状態も安定した日々を送られています。

歯科衛生士として、自分でしっかり納得して好きになり、そして患者
さんに伝え、治療の成果を一緒に喜びあえる…そんな素晴らしいセル
フケアグッズに出会えたことに感謝し、これからも使い続けていきた
いです。

清潔なグローブでプラクティスボックスセットから
歯間ブラシを選択

紹介してくださった患者さ
んや新規の患者さんに差し
上げて喜ばれている当院の
医院名入りテぺのオリジナ
ルプリント歯ブラシ

スウェーデン・デンタルセンターにて
左から：歯科衛生士 加藤さん、院長の弘岡先生、当院の上田院長、筆者　
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テペ　GOOD ミニ エクストラソフト
の軟毛は歯肉周囲粘膜に当たっても
気持ちが良いので嫌がらない

テぺGOODミニ エクストラソフト
ブリスターパック　イメージ

歯みがきだいすき習慣をつけよう。子どもへの優しさは、プラーク除去効果の高い
密毛でコシがある歯ブラシと考えています。スウェーデンの人気キャラクター
Bolibompa（ボリボンパ）がついた TePe GOOD ミニエクストラソフトが新登場。

ママたちからこんな話を聞くことありませんか。「子どもが歯ブラシを
嫌がります」「どんな歯ブラシを選んだら良いのかわかりません」など
チェアサイドで受けた質問に皆さんはどのように回答されますか。

子どもが歯ブラシを嫌がるには理由があります。感覚的に痛かったり、
びっくりすると嫌がります。お口は敏感な器官だから経験したことが
ない物が入った瞬間に拒否したい物として認識されます。２つ目は心
理的にママの表情や声の大きさで叱られているような感じや押さえつ
けによる恐怖の時間と感じていることで歯ブラシの時間を嫌います。

歯ブラシ好きの子どもになるために、私が行っている２つのアドバイ
スをご紹介します。まず 1 つ目として妊娠中のママへお話することは
哺乳行動がある乳時期からお口のまわりを毎日ふれてあげること。例
えば、やさしく頬や唇をつまんだり、お口の中に指を入れたり、舌を
ツンツンしてあげます。ママだけでなくパパも同じように触ってあげ
ることがファーストステップ。4 〜 5 ヶ月頃になると赤ちゃんは物を
つかんでお口の中に色々なものを運びなめる協調運動が始まります。
そのころから哺乳や食事の後にやわらかいシリコン製の歯がためや
ガーゼなどを入れて口腔衛生の習慣をつけていきます。加えて口腔周
囲の皮膚や粘膜に様々な素材の感覚を体験させていきます。

２つ目は、歯ブラシが子どもたちの興味を引く色で絵柄やキャラク
ターがついていること。無地よりもイラストがついていてポップで
あること。今回発売のテぺ GOOD のミニサイズにはスウェーデンの
子どもたちに大人気のドラゴンキャラクター　Bolibompa( ボリボン
パ ) がついています。クリクリ、パッチリの愛くるしい目がインパク

嫌がったら変えてみよう　
　　〜子ども用歯ブラシの選び方〜

株式会社 Himmel
代表取締役

田上 めぐみ

トありますね。絵柄のチョウチョやお花を見せたりお話したりしなが
ら仕上げ磨きや自分磨きをすれば楽しい時間になります。

このように乳幼児期からのブラッシング目的は、プラークを落とすと
いう考えよりも歯ブラシを嫌がらない口腔衛生の習慣をつけること。
そして、う蝕予防には飲料も含めお口に入る食品の回数やシュガーの
種類など食習慣からのリスクを下げることが重要だとお伝えします。

では、はじめてお口に入れる歯ブラシの形状はどのようなものが適正
でしょうか。ママたちに「うちの子は歯ブラシを嫌がりません」とい
う歯ブラシを見せてもらうと、やわらかめでたくさんフィラメントが
あります。ですからはじめての歯ブラシ選びは肝心で、やわらかく、
たくさんフィラメントが植毛されているブラシの選択ができていれば
後は段階を踏んで色々な道具がお口の中へ入れても拒否されません。

通常市販品の歯ブラシはフィラメントが硬くて本数は少ないです。フィ
ラメントが少ない場合は１本が太いので粘膜への当たりは固くなりま
す。硬さはフィラメントの本数に比例します。太い毛は穴にたくさん
植毛されないから除去率も劣ります。また、短いフィラメントは硬い
です。そういった点からテペのミニはフィラメントが 1,540 本ほど
あり、長さも十分にあるので柔らかく口腔粘膜に触れて嫌がらない歯
ブラシと言えます。

 痛みが出にくい歯ブラシの特徴

  フィラメントの特徴 嫌がることがある 嫌がりにくい

 フィラメント数 少ない 多い

 フィラメントの硬さ かたい やわらかい

 フィラメントの太さ 太い 細い

 フィラメントの長さ 短い 長い

 　　　　　　　　　　　　　

 口腔粘膜にあたる感覚 痛い 痛みが出にくい
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各メーカー色々な種類を扱っていますが、その中でも私たち歯科衛生
士が自信を持ってお勧めできると感じたテぺ GOOD 歯ブラシとスプ
リーム歯ブラシを導入して約１年半たちました。

テぺ GOOD は、今まで他の歯ブラシをお使いの方にも説明をさせて
いただくと、「磨きやすさが違う」と患者さんが家族分まとめ買いを
されるほどの人気です。

独特の台形状ブラシヘッドは口腔内頬側へ容易に入り磨きやすく、毛
先がラウンド加工されているのでサクサクと快適に磨けるのが特徴で
す。歯ブラシの形状もお勧めポイントですが「これからの地球に優し
い歯ブラシ」や、「サトウキビ由来のバイオプラスチックでできてい
る歯ブラシ」等、エコな歯ブラシであるという付加価値まで説明する
と、興味を持たれる患者さんが多いです。
カラーも昨年よりピンク、イエロー、ブルーも加わり 4 色展開になっ
たので、家族で使われる患者さんに喜ばれています。色がかわいいと好
評です。2021年冬頃には6色展開になるということで楽しみです。

先日、他の医院より転院してきた患者さんの担当になりました。初診
時のオープンクエスチョンで、他院ではいつも「磨けていない」と担
当歯科衛生士より言われ続け、通院するのが億劫になったというので

医療法人真摯会 まつもと歯科 
（大阪府 吹田市）

歯科衛生士　坂上 明美

患者さんの満足度が上がる、
歯科衛生士による正しい歯ブラシの処方
当院では歯周病治療、メインテナンスに来院された患者さんには、
その方にあった歯ブラシを歯科衛生士が選び、プレゼントをしています。

す。実際 PCR は決して良くなかったですが、患者さんは１日３回時
間をかけ、丁寧に磨いているとの事。色々とお話をうかがっているう
ちに、もしかしたら歯ブラシが合っていないのではないかと思い、患
者さんのブラッシングテクニックを見る前に、「おそらく道具、歯ブ
ラシが合っていないと思います。今日から 2 週間、この歯ブラシでい
つも通り磨いてください」とお伝えしてテぺ GOOD 歯ブラシをお渡
ししました。ふさぎ込んでいた患者さんの顔が一瞬でパーっと明るく
なりました。毎回患者さんに合っていない歯ブラシで指導されていた
のだと思います。できるだけシンプルで負担をかけない歯ブラシとし
てテぺ GOOD 歯ブラシを選択しました。2 週間後の来院時にはすご
く綺麗に磨けているのを確認できました。初めて誉められたと喜んで
頂きました。

患者さんのライフスタイル、口腔内の状況をよく観察して、その方に
あった歯ブラシ等のセルフケア用品の選択は大事だと再確認しまし
た。歯科衛生士が行う正しい歯ブラシ処方は、患者さんのモチベーショ
ンがあがり、綺麗な状態を維持しようと自信と意欲を持つことにつな
がります。その結果としてその患者さんは健康を維持できます。

患者さんの行動変容を私たち歯科衛生士が寄り添いお手伝いする時
に、頼もしいテぺ GOOD 歯ブラシは自信をもってお勧めできます。

スタッフもお気に入りのテペGOOD歯ブラシ

患者さんに興味を持っていただくために
TePeのディスプレイを置いている

分院である梅田クローバー歯科アネックス の
チェアーサイド

当医院の物販コーナー
情報提供をするようにしている
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GOODシリーズはオートクレーブ非対応です。

Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

ハンドルの色はアソートになります

ハンドルの色はアソートになります

ミニサイズがかわいいイラスト入りになりました■ GOOD（グッド） ソフト  25本/箱

■ GOOD（グッド） コンパクト ソフト  25本/箱

■ GOOD（グッド） ミニ エクストラソフト  25本/箱

■ GOOD（グッド） ソフト ブリスターパック  14本/箱

■ GOOD（グッド） コンパクト ソフト ブリスターパック  14本/箱

■ GOOD（グッド） ミニ エクストラソフト ブリスターパック  14本/箱

■ GOOD（グッド） ミニ エクストラソフト 25本/箱

■ GOOD（グッド） ミニ エクストラソフト ブリスターパック 14本/箱

＊環境に優しいバイオプラスティック素材です

タングクリーナー  GOOD Tongue Cleaner

口臭の原因となる舌のバクテリアを取り除きます。
きれいに洗い流せるので、長く清潔にご使用いただけます。

■ タングクリーナー 14本/箱

3列のクリーニング面

ブリスターパックイメージ

ブリスターパックのみ
（環境にやさしいパッケージを使用しています）

＊本商品はオートクレーブ非対応品です

バイオベースのプラスチックの
リサイクルのしくみ

自然燃料
プラスチック

顆粒

リサイクル

光合成

焼却

CO2 を
放出

CO2 を
吸収

プラスチック製品

持ちやすいユニークなグリップとバイトプレーンが特徴的なテペのホルダー付き
フロスです。

■ ミニフロッサー 36本入/袋
■ ミニフロッサー15袋（36本/袋） 

■ ミニフロッサー個別包装　200本/箱

ミニフロッサー  GOOD Mini Flosser

エコバッグ  ECO BAG

バイトプレーン部を対合歯
で軽く押します

細く、強いフロスで効果的
に隣接面をクリーニング

グリップ

バイトプレーン
＊本商品はオートクレーブ非対応品です
＊環境にやさしいバイオプラスティック素材です

TePe の GOOD なエコバッグ登場！

■ テぺ GOOD エコバッグ
　3枚入

・しっかりした素材
・マチあり
・肩から掛けられる

サイズ: H 37×W 36×D 11cm　素材： 生成 コットン

TePe社は 2022 年までに、
すべての商品を地球温暖化へ寄与しない
サステナブル ( 持続可能 ) な素材にすることを
目指しています。

■ 人間工学に基づいてデザインされた持ちやすいハンドル
■ 歯面と歯肉に優しいラウンド加工で、密集したコシのあるブラシ
■ 臼歯部に届きやすいようにデザインされた台形状のヘッド

グッド  GOOD

グッド ミニ  Bolibompa

これからの地球にやさしいオーラルケア テぺ GOOD( グッド）

テぺGOODシリーズ

Made in
Sweden

バイオベース
プラスチック

スウェーデンの子どもたちに
大人気のTVキャラクター

Bolibompa（ボリボンパ）のイラストです

95％
CO2環境循環

Made in
Sweden

バイオベース
プラスチック

スウェーデンの子どもたちに
大人気のTVキャラクター

Bolibompa（ボリボンパ）のイラストです

95％
CO2環境循環

Made in
Sweden

バイオベース
プラスチック

スウェーデンの子どもたちに

大人気の
TVキャラクター

Bolibompa（ボリボンパ）のイラストです
95％

CO
2 環境循環

■ プラスティックパック　■ ブリスターパック　■ ソフトパック　■ その他

* テペが取り組むSDGｓをご案内できるポスターできました！裏表紙をご確認ください。

TePe社が取り組むSDGｓをご案内できるポスターできました！
裏表紙をご確認ください。

地球温暖化に

深刻な影響をもたらしている

CO₂の排出量を

少しでも減らすために、

毎日使っているものから

見直してみませんか。

TePe製品は、

CO₂ 排出量を減らすために、

再生可能なサトウキビ由来の

バイオベース材料や、

マスバランス材料を使用しています。

また、TePe社は製造工程で、できる限り

風力や太陽エネルギーを使用しており、

SDGs「持続可能な開発目標」に関連した

取り組みを積極的に実施しています。

SDGs (Sustainable Development Goals)
正式には「持続可能な開発目標」といいます。2015 年の国連サミットで採択された「この先の世界が今以上によくなるために、2030 年までに世界の人全員で協力して
解決したい目標」です。SDGsでは１７の目標が定められており、世界で積極的に取り組んでいます。

TePe 社では、関係性の深い６つの「持続可能な開発目標」に
関連した取り組みを積極的に実施しています。

イラスト入り

イラスト入り
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

98%

Products Information

TePe from Sweden
予防歯科の先進国スウェーデンから

テペ

貴院の情報を掲載しませんか？
登録は無料です。詳細はお問い合わせ下さい。

クロスフィールドホームページの
TePeお取扱い医院検索

一般の方からの
　お問い合わせが
 増えています！

キャップはハンドルとして使用可能

キャップはハンドルとして使用可能 キャップはハンドルとして使用可能

フィラメント部分の使いやすさは
そのままに、ハンドルとキャップ
が CO2 排出量を軽減する、環境
に優しい再生可能な素材になりま
した！

通常の歯間ブラシよりもブラシがやわらかく、歯肉炎、知覚過敏、インプラント
などの外科処置後の患者さんに適しています。

■ プラスティックパック　■ ブリスターパック　■ ソフトパック　■ その他

人間工学に基づいてデザインされた
持ちやすいハンドル

ワイヤーをフィラメントが
98％カバー

プラスチックコーティングされたワイヤーと
ラウンド加工された密毛フィラメントで、
歯面を傷つけにくい

スウェーデンの歯科衛生士 10 人中 9 人がテぺの歯間ブラシの使用を推奨しています *

* IPSOS Healthcare, 2019-06-26, Brand Monitor Professionals

デンタルテープ  Dental Tapeアングル歯間ブラシ  Interdental Brush Angle

オリジナル歯間ブラシ

Interdental Brush Original
エクストラソフト歯間ブラシ

Interdental Brush Extra Soft

デンタルテープ40mデンタルテープ5m

キャップやパッケージにエコ・フレンドリーを表す
葉っぱのマークがついています。

■ 8本入パック 10パック/箱
 1パック単サイズ8本+キャップ1本入（グレー、ブラックはキャップなし）

■ 6本入ブリスターパック  10パック/箱

■ アソートパック  10パック/箱
 1パック ピンク～グレー  各1本 計8本（ブラックを除く）+キャップ1本入　

■ 25本入パック 　 
 1パック単サイズキャップ付 25本入(グレー、ブラックはキャップなし)

■ 個別包装（キャップ付） 150本入 150本/箱
 (グレー、ブラックはキャップなし)

■ 8本入パック 10パック/箱
 1パック単サイズ8本+キャップ1本入

■	アソートパック 10パック/箱
 1パック パステルオレンジ1本、パステルレッド1本、パステルブルー2本、パステルイエロー2本、
 パステルグリーン1本、パステルパープル1本 計8本＋キャップ1本入

■ 25本入パック 
 1パック単サイズキャップ付 25本入
　
＊エクストラソフト歯間ブラシの6本入ブリスターパックはありません
＊エクストラソフト歯間ブラシの個別包装（キャップ付）はありません

ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスティックでコーティングされ、
サイズは9種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。

■ 6本入ブリスターパック  10パック/箱
 1パック単サイズ6本+キャップ1本入

■	アソートブリスターパック 10パック/箱
 1パック ピンク～グリーン 各1本 計6本+キャップ1本入

■ 25本入パック 
 1パック単サイズキャップ付 25本入

■ 個別包装（キャップ付） 80本入 80本/箱

■ デンタルテープ 40m ブリスターパック 10個入
 10個/箱

■ デンタルテープ 5m 125個入
 125個/箱

臼歯部や、舌側、口蓋側からのアクセスが容易なアングルヘッド。
ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスティックでコーティングしてあります。

ライトワックスつきのフラットなテープはほつれにくく、
コンタクトがきついところや歯間乳頭部にも挿入しやす
いので、効率良くプラークが除去できます。
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Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

ハンドルの色はアソートになります

お手頃な価格で高品質なテペのスタンダード。密でコシのあるフィラメント
が効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。

ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。
お子さんや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。

ハンドルの色はアソートになります

セレクトコンパクトよりさらに小さいミニサイズで、乳歯のお子さんに最適
です。お子さんはもちろん、仕上げ磨きをする大人の方にも持ちやすいハン
ドルになっています。

ハンドルの色はアソートになります

セレクトミニ  Select Mini

■ ジェントルケア 25本/箱

■ ジェントルケア ブリスターパック 14本/箱

スペシャルケアブラシより若干コシはありますが、柔らかいブラシです。
術後、スペシャルケアブラシで炎症が和らいだ後の使用に最適です。
また、知覚過敏やドライマウス、ホワイトニング後などの敏感な口腔内にも
適しています。約5,400本のフィラメントを使用しています。

■ スペシャルケア（レッド） 25本/箱

■ スペシャルケア（レッド） ブリスターパック 14本/箱

とても柔らかいブラシで、口腔外科手術後や知覚過敏、シェーグレン症候群な
ど歯肉が非常に敏感な段階、また粘膜ケアなどに適しています。スペシャルケ
アは約 12,000 本のフィラメント、スペシャルケアコンパクトは約 7,000 本
のフィラメントを使用しています。

■ スペシャルケアコンパクト（ブルー） 25本/箱

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の 2 層構造。長い毛先が歯間部
や歯周ポケット、補綴物や矯正器具の隙間などの細かな部分に到達し、同時に短
い毛は歯面をすっきりと磨き上げます。また、ソフトな磨き心地がお好みの方に
も最適です。サムパッド（親指当て）と背面に滑りにくい素材（TPE）が使わ
れており、手にしっくりなじみます。

ハンドルの色はアソートになります

ハンドルの色はアソートになります

コンパクトなドーム状のブラシ。フィラメントが短く非常にソフトなので、柔軟性と安定性に
優れています。また、先がとがっていないので、萌出歯の裂溝やインプラントのヒーリング
キャップ、また義歯のアタッチメントの周りなどの繊細な部分を優しく磨くことができます。

■ コンパクトタフト  25本/箱 

■ コンパクトタフト ブリスターパック 14本/箱

ハンドルの色はアソートになります

口腔環境と地球環境へ貢献する「TePe」

TePe 製品は、CO₂ 排出量を減らすために、再生可能なサトウキビ由来の
バイオベース材料や、マスバランス材料を使用しています。
また、TePe 社は製造工程で、できる限り風力や太陽エネルギーを使用しており、
SDGs「持続可能な開発目標」に関連した取り組みを積極的に実施しています。

TePe社では関係性の深い６つの
「持続可能な開発目標」に関連した
取り組みを積極的に実施しています。

■ セレクト ソフト ブリスターパック  14本/箱
■ セレクト エクストラソフト ブリスターパック  14本/箱

■ セレクト ミディアム  25本/箱
■ セレクト ソフト  25本/箱
■ セレクト エクストラソフト  25本/箱

■ セレクト ミディアム 100本入  100本/箱
■ セレクト ソフト 100本入  100本/箱
■ セレクト エクストラソフト 100本入  100本/箱

■ セレクトコンパクト ミディアム  25本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト  25本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト  25本/箱

■ セレクトコンパクト ミディアム 100本入  100本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト 100本入  100本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト 100本入  100本/箱

■ セレクトコンパクト ソフト ブリスターパック  14本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト ブリスターパック  14本/箱

■ セレクトミニ ソフト  25本/箱
■ セレクトミニ エクストラソフト  25本/箱

■ スプリームコンパクト 20本/箱
■ スプリームコンパクト ブリスターパック 14本/箱
■ スプリームコンパクト 80本入 80本/箱

■ スプリーム 20本/箱
■ スプリーム ブリスターパック 14本/箱
■ スプリーム 80本入 80本/箱
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皆さんは、スポーツマウスガード（以下 MG）を装着する患者に対して、
どのような口腔衛生管理を指導していますか？日本スポーツ歯科医学会
が公表するマウスガードのコンセンサス *1 には、MG をお湯で洗わない
ことや、長時間水中に浸漬させないことなどが挙げられています。しかし、
MG の清掃方法は、義歯の取り扱いと混同されやすく、誤った管理方法
も散見されます。

近年では、MG 以外にも、口中に入れる器具や装置が増加しています。
例えば、ナイトガード、睡眠時無呼吸症候群の治療用装置、舌接触補助
床などがあり、これらを総称して口腔内装置（オーラルアプライアンス：
以下OA）と呼ばれています。今後も新たな治療法の確立や、歯科医療の
発展とともに、さまざまな分野における活用が見込まれています。
このような背景から、歯科衛生士は、OA を用いる患者やその家族に対し
て、正しい管理方法を指導することが重要です。その一方で、OA の正し
い衛生管理方法が周知されておらず、またその手段や物品も限られてい
るのが現状です。

そこで 2020 年に、「月刊歯科衛生士」*2 にて「MG の正しい使いかた」
を寄稿し、指導用リーフレットも作成していただきました。すると読者
の方より、「MG を物理的に清掃できる器具を紹介して欲しい」とご意見
が寄せられましたが、残念ながらご要望にお応えする製品がありません
でした。

その後、今回ご紹介する「デンタルクリーナー」の存在を知り「これは
今までにない清掃方法が提案できる！」と思い、早速購入しました。初
めて目にする装置でしたが、上下にあるブラシは、確実に MG 表面をと
らえており（写真１）、使い方は簡単です。またブラシ部分は交換が可能
で、経済的にも配慮されています。使用時は、研磨剤が入っていない、ジェ
ル状の歯みがき剤の併用がおススメです（写真２）。この製品を、日常的
に MG を使用するプロスポーツ選手（神戸製鋼コベルコスティーラーズ
の専属トレーナーおよび選手の皆さん）にご紹介すると、非常に高い評
価が返ってきました。

以上の経験より、今年度は、大手前大学・短期大学の課外活動団体のうち、
MG の装着を必須とする男子ラクロス部（写真３）を対象に、「大学生に
おけるマウスガードの使用実態と口腔衛生管理」の研究を開始しました。
日常的に歯科検診がない大学生に対して、MG の管理を媒体に口腔管理
の意識を高めてもらうことが目的です。（写真４）。
その結果、青年後期にあたる大学生が正しい口腔衛生管理を獲得する一
助になればと考えています。

皆さんも「デンタルクリーナー」を用いて患者指導の幅を広げ、今まで
アプローチが難しかった対象者においても、新しい指導の展開手段とし
て活用してみてはいかがでしょうか？

大手前短期大学 歯科衛生学科
（兵庫県西宮市）

助教　白水 雅子

オーラルアプライアンスの新しい清掃と管理方法
「デンタルクリーナーを用いた口腔衛生管理を
はじめよう！」

参考文献
*１）2014年度 日本スポーツ歯科医学会が提唱する標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス　(ワーキンググループ4) 清掃、保管、修理、再製，権田知也ら，スポーツ歯学 (1344-140X)18巻 2号 P81-82(2015)
* ２）簡単にも ! 詳しくも !DHのための説明力向上講座 [第 5回 ]　スポーツマウスガード　使用を希望されている方にこう説明しましょう，白水雅子ら， 歯科衛生士 (0911-9574)44巻 5号 P68-75(2020)

写真４. 学生にデンタルクリーナーの取り扱い方法を説明している

写真１. デンタルクリーナーは、
手軽に使用することができる。

写真２. 清掃効果を高めるために、ジェル状の歯磨剤を併用する。
 （ティーボドントジェル使用）

写真３. 大手前大学・短期大学ラクロス部の活動時の様子

	 感染予防	 予防歯科	 診療補助	 インスツルメント	 抜歯外科器具	 デンタルミラー	 切削研磨バー

11  | Dental World Vol.37



ジェルを使って咬筋ストレッチ

私は常々、歯石を取るだけの“歯医者のクリーニ
ング屋さん”ではなく、患者様の口腔内全体を診
て、そこから患者様の体調や変化に気付きサポー
トできるような歯科衛生士、“オーラルヘルスセ
ラピスト”の育成に力を注いできました。

それは、フリーランスになった当初研修に行か
せていただいた医院さんで見た光景があまりに
衝撃的だったからです。まさに時間に追われ、
目の前の歯石だけを取る“歯医者のクリーニン
グ屋さん”だったのです。
個別にその方の口腔内の状況にあった歯磨剤や
ケア用品をオススメすることもなく、“ドライマ
ウスって何？”といった反応でした。これは、
決して特別な例ではなく、保険診療で沢山の患
者様を診る医院さんでは起こり得ることだと思
います。

しかし、メインテナンスの本来の目的は悪化さ
せないため、健康な口腔を維持すること。その
ためには患者様のリスク、体調やその他の全身
的リスクも診る必要があります。
「ドライマウスでお口がヒリヒリして歯磨きがし
づらい」そんな方に発泡剤、研磨剤を多く含む
歯磨剤をオススメしていいのでしょうか？

ティーボドントに含まれるティーツリーの葉は
抗菌力が強く消毒薬としても使われてきました。
ティーツリーの葉から抽出されたオイルはバク
テリアや真菌などウイルスと戦うもっともパワ
フルな精油ともいえます。また、口臭抑制効果
もあるかと思います。自然界にあるものを使う
ことで刺激も少ないかと思います。

ティーボドンドペーストはこのような方
にお勧めしています
● ドライマウスで口の中がヒリヒリして磨きに

くい（口腔内状態によりペーストではなくジェ
ルを使ってもらうこともあり）➡低発泡なの
で磨きやすく刺激が弱いので長時間磨ける

● インプラントを入れているのでフッ素入り歯
磨剤は使いたくない➡フッ素無配合

DH HIYOKOCLUB代表

歯科衛生士　堤内 久枝

健口から全身の健康へ導くために
患者様への口腔の状態に応じた
オーラルケアのご提案

● 泡がたつのが苦手なので、ずっとジェル歯磨き
使っていたが、歯に着色がつくようになった➡
研磨剤が少し含まれているので着色予防ができ
る

● 口に入れるものはなるべく自然のものにしたい
➡自然界のティーツリーの葉から抽出した成分
を使用

ティーボドントジェルを使って付加価値の
あるメインテナンスを！
メインテナンスを継続していただくために・・・
私たちにできること・・・
・個々の口腔の状態、リスクに応じたプロケアを

行う
・マンネリ化させない
・歯、歯石だけでなく舌や粘膜、唾液の量なども

チェックして必要なケアやセルフケア、食事指
導を行う

私はオーラルヘルスセラピストとして、上記のこ
とに注意してメインテナンスを行っています。

ドクターよりも長く患者様の口腔内を診られるの
が歯科衛生士の特権です。是非、その特権を生か
し【木を見て森を見る】…口腔から全身疾患の予
防ができることを目指していきたいと思います。

＜最近の患者様に多い症状＞
・口が開きにくい
・不定愁訴：なんとなく違和感、部位不特定の痛み、

鈍痛がある
・虫歯も歯周病もないがしみて痛い
・舌、頬粘膜に歯型がつく
・唾液が少ない

こんな症状の多くは TCH などが原因で咬筋が凝
り固まり、舌位も下がり口が開きにくい、首や肩
が凝るなどの症状を伴っています。

このような患者様にティーボドントジェルを使っ
て咬筋をゆるめるストレッチケアや唾液腺刺激
マッサージ、ガムマッサージなどを行っています。
ティ―ツリーのさわやかな香りとアルコールフ
リーで低刺激というのも使いやすいです。患者様
からもすっきりすると大好評です！

ティーボドントジェルの特徴
・味がすっきり爽やか（ティーツリー葉水使用）
・ジェル状で粘膜へののびが非常によい
・定着性がよくて垂れてこない
・ノンアルコール、ミント系も含んでいないので、

すっきり味なのにヒリヒリしない

歯科衛生士の業務は多岐にわたります。
しかし、その多くは患者様への予防処置だと
40 数年前歯科衛生士学校で学びました。

・研磨剤、フッ素も無配合なのでインプラント
埋入患者様への歯間清掃時にも使える

実際にジェルを使って施術を受けた患者様から
は次のようなコメントをいただいています
・とてもすっきりした
・肩こりや首の痛みがとれたみたい
・口が開きやすくなった
・目がぱっちりあく
・小顔になったみたい
・アロマの香り（ジェルに含まれているティー

ツリー）が好き
・次に来るのが楽しみ

どれも歯科衛生士にとってとても嬉しいお言葉
です。歯科医院にくることを楽しみにしていた
だけるなんて、幸せなことですね。
大切な患者様の健口を維持させていただくプロ
として、今後も個々の患者様の状態に適した口
腔ケア用品の選択、指導を行っていきたいと思
います。

ペーストを歯ブラシの3分の2くらいつけて磨いて
もらっています

TCHによる歯型（圧痕と咬頬線）

唾液が少なく歯肉、舌にも圧痕あり、奥歯がじんじん
すると不定愁訴あり。咬筋ストレッチ、唾液腺刺激マッ
サージで改善

～咬筋ストレッチで効果のでやすい症例～
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機能美が特徴の北欧デザインならではの独特のフォルムと色合いがなんともおしゃれで、そん
なイメージにも惹かれて使い始めたエルゴフィンガー。元々、部屋も家具も北欧スタイル、愛
車もスウェーデンブランドと、シンプルで飽きの来ない実用性のある北欧デザインが好きなの
で、エルゴフィンガーも一目見た時から“デザインがいい！これは便利そう！”とピンと来ま
した。

最初はそんなちょっとしたオシャレ感覚からでしたが、いざ使い始めてみるとその実用性に
びっくり！本当に疲れにくくなりました。週末の診療では 1 人 30 分× 10 人ノンストップ
で5時間ぶっ続けで保険のメインテナンスをする事も多く、これまでは仕事が終わると“もぬ
けの殻状態”だったのが、エルゴフィンガーを使い出してからは、“まだまだいける”って感
じることすらあります（笑）。

左肩を落として持てることから姿勢の保持が楽になり、不自然な体勢から来る肩こりや腰へ
の負担が軽減。診療の質の向上、時間の短縮、身体疲労の軽減に成功しています（写真１）。

何よりエルゴフィンガーを中指にはめるとミラーも持てますし（写真２）、口腔内吸引に入る
までのロスタイムが 1.5 秒ぐらいは短くなっていると思います。これは、術者だけでなく患
者様にとってもよい事ですよね。

今や、上下前歯舌側・口蓋側のスケーリングがミラー把持をしながらできるため "楽になり"、
歯石や着色の取り残しも少なくなりました。スケーリング時間の短縮も実感しています。

そして、このエルゴフィンガーにはノズルが 2 種類あり、通常タイプと、少し先が丸く幅広の
エアフロー用、“エアーフロー用ノズル”があります（写真３）。最初、吸口の小ささが気にな
り飛沫を心配しましたが、吸力に安定した強さがあり、しっかりした吸いを見せてくれます。
エアーフロー用ノズルを通常のスケーリング用として併用する時もあるのですが、術者・患者
さん共に、特に使用感の問題は見受けられません。

また、ノズル先も、今まで使っていたゴム製ではなくプラスチック製になるため、最初は“あ
たると痛いかな？”と患者さんの不快感を気にしましたが、お聞きしてみるとそう思われてい
る方はほとんどいらっしゃらなくて、むしろ何の問題もなく大丈夫、という方ばかりでした。

ノズルの先に穴が開いているので口腔内粘膜の吸い過ぎを防いでくれるのも良いみたいです。
また、ノズル先は 360 度回転し、チューブ部分も手の動きに沿って自由に曲がるので本当に
使いやすく、身体の疲労軽減を実感できます。スウェーデンのエジェクター（排唾管）“ハイ
ゴフォーミック”との併用で、さらに効率アップ（写真４）。

この製品はディスポーザブルですが、このような製品がディスポーザブルなのは衛生の意識が
高いヨーロッパではスタンダード。これからは日本の歯科医療のスタンダードにもなっていく
のでしょうね。

さすがフィンランドの歯科衛生士さんが普段の臨床業務から「こんなのがあるといいな」を製
品にしたものだなぁと感心すると共に、今さらですが歯科衛生士の仕事に更に愛着が湧きまし
た（笑）。

騙されたと思って一度、患者さん 10 人ほどエルゴフィンガーをしっかり使い続けてみてくだ
さい。あなたも虜になりますよ！

歯美人DIARY 代表
たかぎ歯科医院

（愛知県名古屋市）

歯科衛生士　髙木 佐知子

驚愕！エルゴフィンガーの素晴らしさ
食わず嫌いはもったいないアイテム
疲れない！肩こり腰痛が激減、スケーリングの時間短縮に成功…
これは一度良さを知ると、もう元に戻れませんね！

写真１. 姿勢良く診療にあたることができる

写真2. ミラーを把持しながら使用できる

写真3. 少し幅広のエアーフロー用ノズルを使用

写真4. ハイゴフォーミック（奥）を併用

● エルゴフィンガーを使用し、
感染予防対策を実施していることを
患者様にご案内できるポスターが
できました！

こちらから
ダウンロードして
いただけます。

当医院では、

飛沫・エアロゾル
感染予防対策を
実施しています

当医院が導入しているエルゴフィンガーは、直径１２mmで
開口部が３６０°回転するノズルです。
唾液、飛沫及びエアロゾルを発生源から
至近距離で吸引することができます。

その他にも、医療機関として高度な感染予防対策を実施しております。

直径８mm 以上のバキューム（排唾管を除く）をスケーラーチップから２０mm 以内に配置することで、飛沫と
エアロゾルの量、および診療室のバクテリアの数が９３％減少することが示されています。 *

* Harrel SK, Barnes JB, Rivera Rivera-Hidalgo F. Reduction of aerosols produced by ultrasonic scalers. J Periodontol . 1996;67:28 28–32.
King TB, Muzzin KB, Berry CW, Anders LM. The effectiveness of an aerosol reduction device for ultrasonic scalers. J Periodontol . 1997;68:45 45-49.
Klyn SL, Cummings DE, Richardson BW, Davis RD. Reduction of bacteria bacteria-containing spray produced during ultrasonic scaling. Gen Dent . 2001;49:648 648–652.

医療機器届出番号 13B1X00133000067

Made in Finland
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“シャープニングは好きですか？”そんな質問に“YES”と答えられるようになりま
した。

歯科衛生士になって技術向上のために必死に練習し続ける数あるスキルの中で、最高
峰といえばなんといっても＜ SRP ＞ではないでしょうか。姿勢、把持法、動かし方、
ポジショニング、歯石探知能力など、SRP の極意は沢山ありますが、その中でも鋭
い切れ味のスケーラーはなくてはならない存在です。

シャープニングの目的は、
① 安定したストロークの獲得
② 高感度な手指の感覚
③ SRP効率のアップ

シャープニングテクニックの取得ってものすごく大切。でも難しいですよね…。
例えば、“先輩から数々のやり方を伝授されるのだけれど、なんだかうまくいかない”、
“これであっているのかわからない”、“後輩からシャープニングを教えてほしいと言
われるけれど、匙加減や感覚をうまく伝えられない”、“結局角度表がないと不安”、“ど
んな場でもさっとできるようにしたいのだけど難しい”。
こんな悩みって、あるあるなのではないでしょうか。

ここでシャープニングの原則
① 鋭利で角度70〜80度のカッティングエッジの付与
② 出荷時のブレード形態を相似形に維持する

このゴールドエッジシャープナーストーンは、底面を床と平行にするだけで自然に
75度の角度がつきます。
フェースを床と平行に合わせるためにマグネットシートを細く切り乗せるとわかりや
すくなります。もしマグネット棒の準備があればそちらを乗せて、そのままの角度で
ストーンに添わせるだけで角度を正しく保てます。（写真 1）そうすると角度表いら
ずです。

すっぽりと手の平に収まりやすいサイズですが、程よい厚みがあり把持しやすいです。
指をはみ出すことなく把持が可能なので怪我を防げます。安定感のある使い心地で気
持ちよくシャープニングが行えます。
超音波洗浄や滅菌機にも幅を取らず省スペースで、邪魔になりません。落としても破
損しにくい丈夫構造なので安心です。（写真2）

側面に大小の溝があり、トゥの形態修正がスムーズに行えます。
側面に溝が配置されたことでスケーラー側面のシャープニング時に邪魔にならず、
45度の角度が目視しやすいです。これで相似形を楽に作ることができます。（写真:3）

すごくシンプルなのに丁度いい。この1本でシャープニングの苦手が得意にかわります。
間違いなくお勧めの一品です。

寺嶋歯科医院
（大阪府箕面市）

歯科衛生士　菊地 直子

すごいシャープニングストーンと出会ってしまった

ゴールドエッジシャープナー
『私の 7 つ道具』に加えてみるとたちまちシャープニングの達人に。そんなワクワクな一品。
シャープニングが不得意で…
そんな仲間に教えてあげたい秘密兵器ともいえるシャープニングストーン。

写真１. ゴールドエッジシャープナーを使えば、視覚的にわかり
やすく角度を保てます。指をはみ出すことなく把持ができるので
怪我の心配も少ないです。

写真2. 割れにくい加工になっていて、滅菌機も超音波洗浄機も
気兼ねなく使用することができます。

写真3. 側面に大小の溝が設置されていることにより、より安定
したトゥの研磨が可能となります。

『DH　blossom　SRPテクニック　スキルアップセミナー』
ではゴールドエッジシャープナーを用いたシャープニング理
論で、グレーシーキュレットのシャープニング実習や変形し
たブレードの修正方法が受講できます。

面を 75 度にカッティングする事により
正確な研磨角度を実現

視覚的に平行を確認しながら安全、確実にシャープニング

ゴールドエッジシャープナー

本体寸法
幅 3cm

奥行き 9.2cm
高さ 1.2cm

● 視覚的に平行を保てるので安定したシャープニングができる
● 砥石にレジンが編み込んであり、汚れが付着しにくい　　　
● 万が一、本体を落としても割れにくいレジン加工　　
● シャープニング時に水や油を必要としない
● オートクレーブ対応で、水分を吸収しにくい
● 先端部も本体の右側面にある溝で形態修正できる

商品名　ゴールドエッジシャープナー
標準価格 8.500 円 （税込 9,350 円）

75°

* 商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。
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ラクスエーター・プラス P シリーズを使用して
残根抜歯を施行した一例
術部への低侵襲摘出
その後の円滑な補綴治療を目指して

超高齢社会の現在、歯科治療の中でも " 予
防 " という概念も一般に浸透をみせ、歯の
保存を第一に考慮することも増えてきてい
る。

保存的な治療をすすめている中でも、根面
う蝕や破折、歯周病の進行により抜歯の選
択を迫られる局面には度々遭遇する。予防
治療や保存治療が主流の現在、抜歯は患者
にとって大変心理的・身体的苦痛を伴う処
置の一つである。抜歯時の留意点として、
可及的に術部への侵襲性を考慮することは、
高齢患者の身体的負担の軽減、抜歯後の周
囲歯槽骨の温存、インプラント治療や補綴
治療を円滑に行う上でも非常に重要である。
しかし、日々の臨床で直面する予後不良歯
の抜歯は、残根状を呈することも多く、処
置に難渋することも少なくない。中には術
式が複雑化し、骨削除等が必要な症例では
術後の疼痛・腫脹等の不快症状が出現する
こともあり、患者のQOL低下が懸念される。
そのため、術者には迅速かつ低侵襲な処置
が求められている。しかし、術者にも円滑
かつ安全な抜歯を行うという使命感から心
理的負担があることも事実である。

ラクスエーター・プラス P シリーズは、従
来から使用されているラクスエーターシ
リーズと比較し、抜歯時の操作性向上なら
びに術部への侵襲性についてより考慮され
ているのが特徴である。それに加え生体親
和性のあるチタンコーティングが刃部に施

ファミリア歯科
（神奈川県横浜市）

歯科医師　歯学博士　星野  大地

されており、器具の耐摩耗性・耐久性を向
上させている。さらに特筆すべき点は、ラ
クスエーターをペングリップで把持するこ
とである。これによって歯の長軸方向へ力
が効率的に伝わりやすくなり、より深く歯
周靭帯を切断することが可能となった。

ラクスエーター・プラス P シリーズを用い
ることにより、治療時間の短縮や周囲歯槽
骨の温存等のアプローチが可能となり、患
者側だけでなく術者側の負担軽減にも繋が
ると考えられる。また先端のブレード幅や
形状が異なる４種類が展開されており、使
用目的に応じて選択することができるため、
幅広い症例への使用が可能である。

[ 下部写真参照 ] 口腔内にて破折線が確認
され、抜歯が適応と判断した症例である。
表面麻酔後に浸潤麻酔を行い、ラクスエー
ター・プラス P シリーズの P1 を使用して
残根抜歯を行った。始めに近心頬側隅角よ
り本品を歯肉溝へ挿入し、全周の歯周靭帯
を切断した。この際、ラクスエーターの把
持をペングリップで行うことにより、歯根
膜腔への細かなアプローチが可能となる。
歯周靭帯切断後は、本品をこじらずに長軸
方向へ押し進めることで、比較的弱い力で
歯を脱臼・抜去することが可能であった。
実際に使用するとグリップの太さや質感も
手に馴染みやすいため、操作上での安心感
があることも実感していただけると思われ
る。また使用時のポイントとして、反対側

の手指で術部の歯槽堤を固定することで顎
位が安定し、本品の動作確認が容易となる
と考えられた。結果として術後の経過は、
疼痛や腫脹等の訴えもなく良好であり、懸
念していた術部への侵襲は最小限に抑えら
れている。

ラクスエーター・プラス P シリーズを用い
ることにより、治療時間の短縮や周囲歯槽
骨の温存等の低侵襲のアプローチが可能と
なり、患者負担軽減、満足度の向上だけで
なく、結果として術者側の負担軽減にも繋
がると考えられる。さらに、器具が従来式
より小型であることから、滅菌を行う際、
スタッフによる取り扱いも簡便で、収納・
保管にも優れている。

ラクスエーター・プラス P シリーズは、予
防治療や保存治療が主流の現在、抜歯を行
う際の診療の一助となるアイテムといえる
だろう。

刃部を近心頬側隅角より歯肉溝へ
挿入した。

刃部を歯の長軸方向に進め、全周の歯
周靭帯を切断した。その際、丁寧に加
圧することが大切である。

明瞭な破折線が見受けられる

術部からの出血は少量であり、周囲
組織への侵襲を最小限に抑えること
が可能であった。

残根状を呈した下顎左側第二小臼
歯。頬舌的に破折線が認められる。

ラクスエーター・プラス  P シリーズ　P1
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P2　ブレード幅：３ｍｍ　形状：カーブ　色：ライトブルー　全部位（残根/根尖/口蓋側/臼歯遠心）■

P3　ブレード幅：３ｍｍ　形状：コントラアングル　色：ダークブルー　舌側/口蓋側/臼歯遠心■

P4　ブレード幅：４ｍｍ/1.5mm　形状：デュアルエッジ　色：パープル　残根■

 

マレットが使用できます

P1　ブレード幅：３ｍｍ　形状：ストレート　色：ダークグリーン　全部位（残根/根尖/口蓋側/臼歯遠心）■
 

ラクスエーターシリーズに操作性を極めた
ペンタイプ（P シリーズ）が登場

医療機器届出番号　13B1X00133000007

商品名
ラクスエーター・プラス （P シリーズ）

単品 標準価格 12,000 円（税込 13,200 円）/ 本

PK4 4 本セット 標準価格 41,000 円（税込 45,100 円）/ セット

User 
friendly 

instruments

LuxatorⓇ P-series

Products Information

１本は持つべき挺子
ラクスエーター・プラス P シリーズ

本稿で紹介するラクスエーター・プラス P
シリーズの把柄部は、ラクスエーターシリー
ズのフォルテやプラスの把柄部と異なりペ
ンタイプであるため、挺子を把持しやすく
繊細に扱うことができる。
(写真１. 、２.)

神奈川歯科大学特任講師
ナカエ歯科クリニック

（神奈川県三浦郡）

院長　前畑 香

挺子（エレベーター）は、嘴部の幅や形態、支柱の形態等から多種あるが、
抜歯する患歯の状態 ( 歯種、患歯の萌出方向と隣在歯の状態、残根歯、骨性癒着
の有無、歯根弯曲の有無、歯槽骨の状態 ) に合わせて挺子を選択するべきである。

写真１. ラクスエーター・プラス Pシリーズ

写真4-1.

写真 4-3.

写真 3.

写真 2.　通常のラクスエータ・プラス

写真4-2.

写真 4-4.

またラクスエーター・プラス Pシリーズの
嘴部は、ラクスエータフォルテやプラスと
同様に 0.7mm と薄く作られており、歯根
膜への挿入が非常に容易である。そのため、
ラクスエーター P を用い歯周靱帯を切断し
ながら歯根膜腔に嘴部を挿入することで、

患歯を容易に脱臼させることができる。
(写真3. 、4 -1.〜4.)

抜歯する患歯の状態により挺子の挿入位置
が制限された場合、ラクスエーター・プラ
ス P シリーズは嘴部の挿入に優れているた
め、持つべき挺子の１本であると考える。
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早くて簡単なクラウンリムーバー、
クラウン除去の強い味方

CT&米国式根幹治療センター
（神奈川県大和市）

院長　寺内 吉継

顕微鏡治療をサポートする機器 3 点のご紹介

これは海外と比較すると、多くの患者さんが、
気軽にかつ、平等に等価値の治療を受診でき
る制度ですが、残念なことに、自費診療への
強い抵抗と健康意識への低さが、生じやすく
なります。それにより、我々歯科医師自身も、
保険適応外の先端技術に対する向上意欲や興
味を奪われているのではないでしょうか。例
えば、エンド専門医という言葉は日本にはな
く、エンドドンティストは少数の人しか知り
ません。また、日本の根管治療の成功率は、
世界の中で低く、これも自費診療に該当しや
すい根管治療より、保険治療が適応可能であ
る抜歯が選択され続けた結果ではないでしょ
うか。こういった現状が、本当に患者さんの
QOL の向上に繋がるのか、疑問に感じられ
たことは多々あるはずです。

現状、治療に最善を尽くした上での、選択と
結果を我々は選んでいるのでしょうか。ここ
では、その成果を残すための技術をサポート
する医療機器の紹介を行いたいと思います。

意図的再植法には不可欠な抜歯器具　
ラクスエーター・プラス P シリーズ

ラクスエーター・プラスは従来のヘーベルと
違う歯根膜を切るタイプの抜歯器具です。そ
の中でもペンタイプの P シリーズは、ペン
のように簡単に使用できるので、ミラーの反
射像を見ながらでも、視野の確保がしやすく、
重宝しています。また、抜歯時に、必要以上
の力は不要なので抜歯が楽になり、力のコン
トロールもしやすいです。意図的再植法のよ
うに、傷を最小限に留めることで、痛みや腫
れも少なく、骨が寄り、予後も非常に良好で
す。もちろん、歯間部が崩壊したような残根
歯もラクスエーター・プラスを使用すると難
なく抜歯することができます。患者さんの中
には、抜歯時に剥がされるような音がして嫌
悪感を抱いている人もいますが、押されてい
る感覚だけで抜歯が終わるので、恐怖心も緩
和され、心地よい治療の提供ができます。ペ
ンタイプで逆反りもあると、臼歯部へのアク

セスがしやすくなるので、新形状としての追
加販売を楽しみにしています。

顕微鏡には欠かせない鮮明な表面反射ミラー
“ピュアリフレクトミラー”

顕微鏡を使用する上で欠かせないのがミラー
です。特に根管内探索では、マイクロクラッ
クや石灰化、破折ファイルなどの早期発見に、
大きく貢献すると言っても過言ではありませ
ん。中でもこのピュアリフレクトミラーは、
他に類を見ない明るく細かな反射率で診療に
有用です。マイクロサージェリーにはラウン
ド３、一般診療時は #4 を使用していました
が、#0 が発売されてからは、口腔内でも小
回りの効く #0 を愛用しています。口腔内の
隅々まできれいに光が届き、はっきり見るこ
とができるので、自信持ってお薦めしたい一
品です。

クラウン除去時間を誰でも 1/3 に短縮　
“ワムキー　クラウンリムーバー”

クラウン除去において、除去時間の短縮と
バーの寿命改善は、診療品質の向上におい
て、最大の課題です。通常は、バーでスリッ
トを入れて分割したり、削り取るため、バー
の消耗が激しく、時間もかかります。ワム
キークラウンリムーバーは、テコの原理でク
ラウンを持ち上げて除去できるので、早い
場合は 1 分もあれば除去が可能です。前歯
でも臼歯でも部位を選ばず、クラウンでも
ブリッジでも多種に対応し、ジルコニアや
セラミックなどの材料でも、普通の金属の
ようにストレスフリーで除去できます。咬
合圧以上の力は患者さんにかからないので、
不快感を感じさせにくいところも気に入っ
ています。

以上の３つの製品に今回は厳選しましたが、
その他にも顕微鏡治療に必要不可欠な器具
は多くあります。その中でも、歯内療法に
おいて印象深いものを今回は抽出しました。

先にも述べたように、世界と比べ、日本の
治療レベルの質は決していいものではあり
ません。根管治療を行った歯の数は、日本
では残っている歯の 20％に対し、世界平均
は半分の10％に留まっています。
我々歯科医師一人ひとりが、この問題に自
覚と責任を持ち、その治療水準を向上する
ための技術を学び続けていくべきではない
でしょうか。

ご存知の通り日本は、世界でも有数の保険治療を主軸とした

診査診断が適応されている国です。

Products Information

医療機器届出番号13B1X00133000032

各 1 本　標準価格 20,000 円（税込 22,000 円）
ワムキークラウンリムーバー No.1
ワムキークラウンリムーバー No.2
ワムキークラウンリムーバー No.3

商品名　
ワムキークラウンリムーバー

セット　標準価格 50,000 円（税込 55,000 円）
ワムキークラウンリムーバー No.1
ワムキークラウンリムーバー No.2
ワムキークラウンリムーバー No.3
各 1 本、計 3 本、解説 CD
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Products Information

まさみデンタルクリニック
（東京都中野区）

院長　西村 正美

時短、負担軽減、患者さんにも優しい
プレデターターボを使用して

日常の臨床で金属の除去には強いストレス
を感じている歯科医師は決して少なくない
と思う。とりわけ昨年から保険収載された
チタンにおいて、私はチタンについては、
除去はもちろん調整や研磨でさえも困難で
あるというイメージをもっていた。20年前、
金属アレルギーの患者さんから口腔内の金
属をチタンに変えてほしいとの依頼を受け
た。当時は自費でありチタン冠を制作でき
る技工所も近くになく、咬合調整でも火花
を散らしながら、かなり苦労して装着した
経験がある。

最近になって、前述の患者さんが白い歯に
したいとのことで来院され、安易にお引き
受けしたものの、内心はチタンの除去がさ
あ大変とネットや文献を手当たり次第調べ
てみた。様々な研究がある中、驚いたのは
従来の金合金や金パラと比較して引っ張り
強さ、弾性係数、ビッカース硬度等さほど
大きな違いはなく、逆に粘りのある金属で
5,000 回転から 10,000 回転であればか
えって柔らかく感じるのだそうだ。
装着するときから除去を考えるなんて…と
専門医からはお叱りを受けるかもしれない
が、これは残念ながら現実起こりうること
であるのだ。

そんな中、クリニックに来ている営業さん
から勧められたこのプレデターターボを使
用してみると驚愕！！とにかく切れるのだ。
予約を 1 時間とり患者さんにはその旨伝え
て双方とも構えてからのスタート。ところ
が 5 分とかからず除去終了！！しかも切れ
味抜群なだけではなく、耐久性もあるとの
こと。

今までの除去バーは切削中に先端のカーバ
イト部分が飛んでしまい誤飲誤嚥させてし
まうのではないかと心配もあったがこのプ
レデターターボは軸もカーバイトで一体化
しているため安心して使用することができ
る。耐久性も抜群であり長時間鋭い切れ味
が持続することよりコストパーフォーマン
スにも優れている。つまりコストカット、
術者のストレス軽減、そばにいるスタッフ
の負担軽減、そして何より患者さんが長時
間口を開けていることや、金属の切削音や
切削片残留等の不快感が少ないことによる
負担減にもなるのである。

これらの理由より数ある金属除去バーのな
かでもこのプレデターターボは自信をもっ
てお勧めできる非常に優れたバーであると
思う。

また、クラウンの除去の際にクロスフィー
ルド社取扱いのワムキークラウンリムー
バーを使用することにより、より一層の時
間短縮が可能となる。

ぜひ一度お試し頂きたい逸品である。

PR-245Tにて除去

ワムキークラウンリムーバーを使用することにより
必要最小限の切削で除去が可能

Prima Dental社の
高品質バーシリーズ

斬新な幾何学的形状を
使用しスピーディーで
スムーズな金属カット
が可能

タングステンカーバイド
一体型なので折れにくい
(PR-6R、PR-8Rは除く )

プレデターターボPR 2T

商品名　プレデターターボ

Special PR-3T、PR-DX 
標準価格 各8,200円（税込9,020円）/10本入　＠820円/本
PR-2T、PR-557T、PR-1T、PR-330T、PR-245T、PR-1557T
PR 558T、PR-35、PR-701T、PR-702T、PR-2R、PR-4R
PR-6R、PR-8R
標準価格 各4,600円（税込5,060円）/10本入　＠460円/本

医療機器届出番号　13B1X00133000005

プレデターターボ
PR-DX 
Special

　　品　番 PR-DX

作業部幅（ 1/10 mm ） 012 

作業部長（ mm ） 4.0

ポーセレンやメタルボンド除去用
カーバイドバー（切れ味UP）

プレデターターボ
PR-3T 
Special

　　品　番 PR-3T

作業部幅（ 1/10 mm ） 012 

作業部長（ mm ） 4.0

金属除去用カーバイドバー
（切れ味UP）

プレデターターボ

プレデターターボ

　　品　番 PR-2T PR-1557T PR-1T PR-330T PR-245T PR-557T PR-558T PR-35 PR-701T PR-702T

作業部幅（ 1/10 mm ） 012  010 010  008  009 010 012 010 12.0 16.0

作業部長（ mm ） 4.0 3.9 1.9 2.0 2.7 3.7 3.8 0.79 3.80 4.30

金属除去用カーバイドバー

金属除去用カーバイドバー
（PR-6R、PR-8Rは一体型ではありません）

　　品　番 PR-2R PR-4R PR-6R PR-8R

作業部幅（ 1/10 mm ） 010 014 018 023

作業部長（ mm ） 0.83 1.23 1.57 2.05

PREDATORⓇ   TURBO

高精度に切削製造された
バーは回転軸、刃部の
正確さで振動を減少

カーバイドバー

SL( サージカルレングス）
標準価格 各8,200円（税込9,020円）/10本入　@820円/本
PR-2T SL、PR-1T SL、PR-557T SL、PR-2R SL

プレデターターボ
SL( サージカルレングス）

　　品　番 PR-2T SL PR-1T SL PR-557T SL PR-2R SL

作業部幅（ 1/10 mm ） 012  010 010 010

作業部長（ mm ） 4.0 1.9 3.7 0.83

金属除去用カーバイドバー

全長25mm

New今秋販売予定

New
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Products Information

《材質》
・刃物用ステンレス鋼
《仕様》
・ディスポーザブル（再使用禁止）
・γ線滅菌済み
・20枚入
・10番台替刃の適合ハンドル：M3

NO.10 1,000円（税込1,100円）

NO.11 1,000円（税込1,100円）

NO.12 1,000円（税込1,100円）

NO.12B 1,000円（税込1,100円）

NO.15 1,000円（税込1,100円）

NO.15C 1,000円（税込1,100円）

低摩擦コーティングにより切れ味が向上し
脂肪の付着が低減されることで、
優れた切れ味が持続します。

KAI コーティング替刃メス

医療機器認証番号：219ABBZX00078000

製造販売元：カイインダストリーズ株式会社

20枚入 1,000円(税別)

1枚あたり 50円(税別)

DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

商品名　KAI 替刃メス

MI パンチ

製造販売元：カイインダストリーズ株式会社

10 本入　 5,000 円（税別）

1本あたり 500 円（税別）

医療機器認証番号：226ABBZX00075000

商品名　プレデタージルコニア

Z801-018F、Z856-018F、Z862-014F、Z368-023F、Z807-018F
Z801-018M、Z856-018M、Z862-014M、Z368-023M、Z807-018M

標準価格　各7,700円（税込8,470円）/5本入　＠1,540円/本
Z856-018F、Z856-018M
標準価格　各1,700円（税込1,870円）/1本入

医療機器届出番号　13B1X00133000031

ジルコニアクラウン除去用ダイヤモンドバー

　　品　番 801 856 862 368 807

作業部幅（ 1/10 mm ） 018 018 014 023 018

作業部長（ mm ） - 9.0 7.0 5.0 5.0

FINE（ファイン）  ● ● ● ● ●

MEDIUM（ミディアム） ● ● ● ● ●

プレデター
ジルコニア

プレデタージルコニア Z856－018F

ジルコニアに限らず
メタルボンドやメタル
クラウン等の補綴物除去
にも高い切削力を発揮

特殊接着によりダイヤ
モンドの粒子の付着が
長期間持続されるので
消耗率が低い

均等なダイヤモンドを
均一に塗布することで
高い切削率と発熱を軽減

医療機器届出番号13B1X00133000042

商品名　プリマミラー

サイズ2　サイズ3　サイズ4　サイズ5　サイズ6　
標準価格 各2,800円（税込3,080円）12個/箱　＠233.4円/本 

size 2
18mm size 3

20mm size 4
22mm size 5

24mm size 6
26mm

自然光下で高い反射率のプリマミラー
（波長455～492nm: 青色部分）

オックスフォード大学
物理学部のデータ

縦軸 : 反射率

横軸 : 波長

商品特徴
・可視光（455-492nm）の範囲で高い反射率
・診療中のストレス軽減
・患者さんに早く確実な診断を提供
・表面反射ミラーの低価格化を実現

PRIMA®CLASSIC
MOUTH MIRRORS

医療機器届出番号13B1X00133000014

商品名　プリマカーバイドバー

FG1/2、FG2、FG3、FG4、FG330、FG331、FG332、
FG1156、FG1157、FG1158、FG556、FG557、FG558、
FG1556、FG1557、FG1558、FG245
標準価格　各3,300円（税込3,630円）/10本入　@330円/本

プリマカーバイドバー
フラットフィシャー
（クロスカット）

プリマカーバイドバー
ドームフィシャー
（クロスカット）

 品　番 FG 1556 FG 1557 FG 1558

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

 品　番 FG 1156 FG 1157 FG 1158

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

 品　番 FG ½ FG 2 FG 3 FG 4

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012 014

 品　番 FG 556 FG 557 FG 558

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

プリマカーバイドバー
ドームフィシャー
（プレーンカット）

 品　番 FG 330 FG 331 FG 332

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

プリマカーバイドバー
ラウンド

プリマカーバイドバー
ペアー

プリマカーバイドバー
アマルガムプレップ

　　品　番 FG 245

作業部幅（ 1/10 mm ） 009 

高精度に切削製造された作
業部は迅速かつスムーズな
カッティングが可能

タングステンカーバイド鋼一体型が
可能にした破損しにくいネック部の
強度

タングステンカーバイド一体型の
形成用カーバイドバー

プリマカーバイドバー  FG330

CARBIDE 
OPERATIVE BURS

PRIMA®     CLASSIC

DIAMONDS
PREDATOR®

* 実寸大

プレデターターボは p.18に掲載しています。
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商品名
ハイゴフォーミック
医療機器届出番号13B1X00133000065

100 個入（アダプター 5 個付き）　標準価格 1,480 円 ( 税込 1,628 円 ) ＠ 14.8 円 / 個

商品名 ラクスエーター・プラス 
標準価格
K4（スタンダード 4 本）  41,000 円 ( 税込 45,100 円 )
4 本セット（3C 3S 5C 5S）+ シャープニングツール 1 本／解説 CD-ROM 付き
SK4（ショートモデル 4 本）  41,000 円 ( 税込 45,100 円 )
4 本セット（S2S S3C S3S S3CA）+ シャープニングツール 1 本／解説 CD-ROM 付き
K7（スタンダード 7 本）  68,000 円 ( 税込 74,800 円 )
7 本セット（2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S）+ シャープニングツール 1 本／解説 CD-ROM 付き

単品　2S,3C,3S,3CA,3IC,5C,5S,S2S,S3C,S3S,S5S,S3CA,P1,P2,P3,P4  12,000 円 ( 税込 13,200 円 )/ 本

単品　1S、DE3、DE5  13,000 円 ( 税込 14,300 円 )/ 本

単品　3S チタン、2S チタン  15,000 円 ( 税込 16,500 円 )/ 本

単品　DE3 チタン、3A チタン  16,000 円 ( 税込 17,600 円 )/ 本

シャープニングツール  2,700 円 ( 税込 2,970 円 )/ 本

商品名 ラクスエーター・フォルテ 
 標準価格　各 12,000 円 ( 税込 13,200 円 )/ 本

医療機器届出番号 13B1X00133000007

医療機器届出番号 13B1X00133000024

【 ラクスエーター・プラスの使用方法 】

【 使用方法 】

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた
高品質なスウェーデン鋼使用

1. 歯の長軸方向に
対して真直ぐに挿
入します

2. 歯に沿わせて歯
槽骨を圧迫しなが
ら歯周靱帯を切り
進めていきます

3. 根長の 3 分の 2
程度切断していく
と楔効果により歯
を脱臼できます

ラクスエーター・プラスによる
抜歯の使用感 *
・無理のない抜歯ができる
・骨損傷が最小限の歯周靱帯切断
  ができる
* 当社実施アンケート結果より

シリーズ
DIRECTA 商品は、日々の臨床において歯科医師の専門性を上げ、快適な生活を実現することを目的に、
スウェーデンや国際的に著名で品質にこだわった、選りすぐりの歯科医師チームによって評価研究し開発されています。

Mede in Sweden

F25
シャンク部：約74mm
グリーン

F32
シャンク部：約74mm
グレー F40

シャンク部：約74mm ライトブラウン

F32C
シャンク部：約74mm ブルー

3.25mm2.5mm 4.0mm

ラクスエータ・プラスとは製品が異なります。

・ラクスエーター・プラスと同じ滑りにくい
 樹脂製ハンドルを採用
・通常のエレベーターとして使用可能
・ラクスエーター・プラスの補完品として

ラクスエーター ･ フォルテ

ラクスエーター ･ プラス

通常のエレベータとして使用して下さい
* ラクスエーター・プラスとした製品が異なります。
* オートクレーブ対応（135℃）
　変色することがございますが品質には問題ありません。

医療機器届出番号 13B1X00133000027商品名 プロフィーペースト Pro 
チューブタイプ　60ml 
各 1 本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  標準価格  
パープル 4,600 円 ( 税込 5,060 円 )
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 3,600 円 ( 税込 3,960 円 )
アソート 4 本
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 14,000 円 ( 税込 15,400 円 )
単回使用 ２ｇ カップタイプ　144 個 / 箱
各 1 箱 
パープル 18,000 円 ( 税込 19,800 円 )
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 14,000 円 ( 税込 15,400 円 )

カップタイプ

ProphyCare®

プロフィーペーストPro

■ 1,000ppmフッ素含有

■ 飛散しにくく、のびやすい
　・中性のｐH値（５～６ｐH)
　・爽やかなミント味

パープル　(84g/60ml) 　
RDA 197-50 /粒度：100-7μm

スケーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出し

ブルー　（97g/60ml）
RDA:250 /粒度:125μm

着色除去

グリーン　（97g/60ml）
RDA:170 /粒度:70μm
スケーリング後の一次研磨や汚れ除去

レッド　（84g/60ml）
RDA:120 /粒度:20μm
スケーリング後の二次研磨

イエロー　（84g/60ml）
RDA:40 /粒度:2μm

つや出し

“Gentle cleaning,
tissue friendly
stain remover”

“Ideal
for

final polishing”

“Less abrasive,
but

still effective”

“The starter,
effective removal of

stubborn stains”

 

チューブタイプ

■ 便利なラミネートチューブ
　・絞りやすく、無駄にならない
　・立てた状態での収納が可能

■ 院内感染対策、訪問診療向けに単回使用のカップタイプ(2g)が追加

アソート 標準価格 22,320 円 ( 税込 24,552 円 )

（レフト N, レフト R, ライト N, ライト R　各 18 個）/ 計 72 個 ＠ 310 円

単品 各 1 箱 標準価格 6,120 円 ( 税込 6,732 円 )

（レフト N, レフト R, ライト N, ライト R）/18 個 ＠ 340 円

単品バリューパック 各 1 箱 標準価格 26,000 円 ( 税込 28,600 円 )

（レフト N, レフト R, ライト N, ライト R）/100 個 ＠ 260 円

医療機器届出番号　13B1X00133000028商品名   フェンダーメイト

アソート 標準価格 15,840 円  ( 税込 17,424 円 )

（SS、S、M、L　各 36 個）/ 計 144 個 ＠ 110 円

単品 各 1 箱 標準価格 4,320 円  ( 税込 4,752 円 )

（SS、S、M、L）/36 個 ＠ 120 円

単品バリューパック 各 1 箱 標準価格 9,000 円 ( 税込 9,900 円 )

（SS、S、M、L）/100 個 ＠ 90 円

医療機器届出番号　13B1X00133000029
商品名　フェンダーウェッジ・プロ

 CR 修復用マトリックス

 フェンダーメイト
手軽にコンタクトポイントを形成できるマトリックス

 隣接歯保護用ウェッジ

 フェンダーウェッジ・プロ
手早く操作できるウェッジ

2.0mm
M（グリーン）

1.4mm
SS（パープル）

1.7mm
S（オレンジ）

2.3mm
L（イエロー）

厚さ=0.08mm

1.5mm
レフトNarrow
（ライトグリーン）

2.4mm
レフトRegular
（グリーン）

1.5mm
ライトNarrow
（ライトブルー）

2.4mm
ライトRegular

（ブルー）

厚さ=0.05mm

2.0mm
M（グリーン）

1.4mm
SS（パープル）

1.7mm
S（オレンジ）

2.3mm
L（イエロー）

厚さ=0.08mm

1.5mm
レフトNarrow
（ライトグリーン）

2.4mm
レフトRegular
（グリーン）

1.5mm
ライトNarrow
（ライトブルー）

2.4mm
ライトRegular

（ブルー）

厚さ=0.05mm

* ラクスエーター・プラス（P シリーズ）は、p.16 に掲載しています。
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

OROヘッド＆ヘッドレストカバー

商品名　OROへッド＆ヘッドレストカバー
標準価格　800円（税込880円）/100枚入/袋　＠8円/枚

● コンパクトサイズ　
● 髪のボリュームがある方でもお使いいただけます
● ヘッドレストにも使用可能
● 帯電防止加工
● ディスポーザブル
● 材質：不織布

幅13.5cm 伸張性の高い不織布
＊インド製
＊ ISO9001 / 13485認証

● ニットカフ使用で手首にフィット
● 首紐と腰紐付き
● 撥水加工あり
● 未滅菌
● ディスポーサブル

商品名　
CFアイソレーションガウン
標準価格　1,500円（税込1,650円）/5枚入/袋　＠300円/枚

CFアイソレーションガウン

材質： 本体部分 ( 不織布 )
 袖口 ( ゴム ) ＊ディスポーザブル

ワンサイズ 着丈 身巾 肩巾 袖丈 腰紐

サイズ（cm）   110   134   64   56   210

輸入販売元：株式会社三和

商品名　
CFヘッドレストカバー
標準価格　1,100円 (税込 1,210円)/100枚入/袋　＠11円/枚
*梱包サイズ　W/270㎜×D/95㎜×H/240㎜

CFヘッドレストカバー

横200㎜×高さ170㎜のヘッドレストに装着

＊ディスポーザブル

輸入販売元：株式会社三和

シート白 25cm×25cm ×2枚
シート青 50cm×50cm ×1枚

ニットカフ

着丈
115cm

ユニットテーブルの上に
シートを広げたイメージ

● 厚手の不織布でしっかり感染予防
　* OROアイソレーションガウンよりさらに厚手になっています。
● ニットカフ使用で手首にフィット
● 首と腰で結べる紐付き
● 高い撥水加工
● EO滅菌済（シート白、シート青を含む）
● ディスポーザブル
● 材質：smms不織布

低価格で高品質な感染予防シリーズ

商品名　OROサージカルガウン(シート付)
標準価格　500円（税込550円）
OROサージカルガウン1枚、シート白2枚、
シート青1枚（OROサージカルガウンを包んでいるシート）
*ベルトカード無し、首部分のマジックテープ無し

Infection Control

R

● 厚手の不織布でしっかり感染予防
● ニットカフ使用で手首にフィット
● 首と腰で結べる紐付き
● 高い撥水加工
● 未滅菌
● ディスポーザブル
● 材質：smms不織布

OROアイソレーションガウン

商品名　OROアイソレーションガウン
標準価格　2,500円（税込2,750円）/10枚入/袋　@250円/枚

滅菌バッグ入り

モデル：身長154cm　OROアイソレーションガウン、
OROサージカルガウン（シート付）共通の外観

＊商品動画はこちらのQR

よりご確認ください

商品名 ケアシールド　スターターキット
シールドリフィル×100枚、 コネクター×5個　H6.5-11アダプター ×10個
    標準価格　28,000円（税込30,800円）
商品名 ケアシールド　シールドリフィル
100枚入　単回使用 標準価格　23,000円(税込25,300円)
商品名 ケアシールド　コネクター
5個入   標準価格　10,000円(税込11,000円)
商品名 H6.5-11アダプター
10個入   標準価格　5,000円(税込5,500円)
オートクレーブ可能（134℃）乾燥工程不可

商品名 U16-11アダプター
10個入   標準価格　5,000円(税込5,500円)
オートクレーブ可能（134℃）乾燥工程不可　* ケアシールド　スターターキットには含まれません

内径11mm

外径16mm内径11mm

外径6.5mm

医療機器届出番号　13B1X00133000077

ケアシールド
手軽にエアロゾル軽減

コネクター

シールドリフィル
* 単回使用

*オートクレーブ可
外径11mm

Made in Sweden

OROサージカルガウン (シート付 )
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商品名　

術者保護エプロン 2点シール留タイプ ライトブルー 
標準価格　1,500円（税込1,650円）/100枚入　@15円 /枚　＊ディスポーザブル

術者保護エプロン 3点シール留タイプ ブルー 
標準価格　1,900円（税込2,090円）/100枚入　@19円 /枚　　＊ディスポーザブル

術者保護エプロン
Made in Sweden

スウェーデンでは多くの歯科医院が導入患者にも
使用可能な感染予防強化アイテム

3点シール留タイプの裏面
肩、ウエストシール位置

* 2点シール留タイプは肩シールのみ

標準価格 1,900円（税込2,090円）/100枚入　@19円 /枚　＊ディスポーザブル

商品名　

立体ポケット付患者エプロン

表面
吸収性の高い

再生紙

裏面
防水性の高い
ポリエチレン

使用直前に裏返して
使う立体ポケット

肩シール位置

70cm

37cm

立体ポケット付
患者エプロン
患者さんの
感染予防に役立つ
立体ポケット付エプロン
*使用直前に裏返すことで
立体感がでます

輸入販売元：株式会社吉田製作所

輸入販売元：株式会社吉田製作所

肩シール位置

78cm

37cm

ウ
エ
ス
ト
シ
ー
ル
位
置

Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

S-Mサイズ 標準価格 9,900円（税込10,890円）/50個入　@198/ 個
L-XL サイズ 標準価格 9,900円（税込10,890円）/50個入　@198/ 個

商品名　エルゴフィンガー

動画はこちらでご確認ください

エルゴフィンガー

エルゴフィンガーのメリット
■ エルゴノミックなデザインで、身体にやさしい
■ バキュームのコントロールが簡単
■ 操作性の向上で快適な診療
■ アシストの必要が少なくなり経費削減
■ 術者の不要な動作が減ることによる処置の効率化と時間短縮
■ ディスポーザブルで患者さんへの感染予防を徹底
＊アダプターチューブ148mm
＊直径11mmのバキュームに対応
＊サイズ選びの目安　 女性S-Mサイズ、大きな手の男性 L-XL サイズ
＊素材　PVC

術者と患者さん双方に優しい
フィンランド生まれのバキュームアダプター

Made in Finland

53ー 63mm

26mm

20mm

53ー 63mm

使用部位に
あわせて
360度回転
5mmから
10mmまで
３段階に
長さを調節

S -Mサイズ

L - XL サイズ

指先を入れて簡単把持と
確実なコントロール

アダプターチューブ
バキュームに簡単装着

医療機器届出番号　13B1X00133000067

約33mm

約
15
m
m

エアーフロー用ノズル
約
12
m
m

約 30mm

通常のノズル

約16mm

エアーフロー用

約12mm

通常のノズル

ノズルのサイズ比較

ノズル正面 ノズル側面

 標準価格 2,400円（税込2,640円）/50個入　@48/ 個
*S-M / L-XL サイズ共通
（ノズルの挿入径は同じ大きさです）

商品名　エルゴフィンガー　エアーフロー用ノズル

エアーフロー用ノズルの使用方法動画は
こちらをご覧ください

Naturheilpraktiker（自然療法士）がいるスイスを代表する歯磨剤
創業70年の製薬会社Dr.Wild が誇る
ティーツリー *配合の自然派オーラルケア

ティーツリーの新鮮な葉の部分だけを蒸留して捕集し、原料の重量に対し、
たった 1～2％だけしか取ることができないと言われているティーツリー *
を約２％も含んだ歯磨剤がティーボドントです。

ペーストタイプは研磨剤成分を含んでいるため、ブラッシングによる
ホワイトニングに効果的で、またう蝕予防、口臭予防にもおすすめです。

ジェルタイプは、天然成分が配合された自然派の歯磨剤であり、防腐剤や
研磨剤が含まれていないため、口腔粘膜や歯面に化学物質が及ぼす影響を
気にされる方にも、自信をもっておすすめいたします。

商品名

ティーボドント ペースト（75ml）
ティーボドント ジェル（18ml）

ペースト　タイプジェル　タイプ

* ティーツリー葉水（香味剤）

SWISS
PROFESSIONAL
ORAL CARE

商品名　Bioエプロン 
標準価格　3,000円（税込3,300円）/50枚入　@60円 /枚
＊ディスポーザブル

Bio エプロン
Made in Sweden

Bio エプロンは家庭ごみ、堆肥化のどちらでも
捨てられる環境に優しいエプロンです。

*180日で堆肥化します

ロール式で1枚ずつ取出せる
清潔なパッケージ

体全体を包む大きめサイズで安心

商品名

デンタルクリーナー

本体サイズ：Φ90mm×85mm

商品名

デンタル携帯用ケース

本体サイズ：83mm×88mm×33mm

デンタルクリーナー

ナイトガードやマウスピースなどさ
まざまな歯科関連のアイテムをク
リーニング可能。（対応幅＜65mm）
全体を一度に簡単ブラッシングでき
る形状に加え、細かなところもケア
できるテーパー状のブラシは、どな
たが使用しても一定のブラッシング
効果を発揮。手に馴染みやすいエル
ゴノミックデザイン。

スタイリッシュで頑丈なデザインでナイトガードやマウスピースなどを安全に保管
スポーツバックにも取り付けられ、持ち運び便利なデンタル携帯用ケース
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本紙に記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

製造販売元：株式会社吉田製作所

〒130-8516　東京都墨田区江東橋1-3-6  TEL 03-5625-3306　FAX 03-3635-1060 URL : https://www.crossf.com 　
 E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

販売元：

テぺお取り扱い医院登録
お申し込みフォームは
こちらをご覧ください

貴院の情報を掲載しませんか？
登録は無料です。詳細はお問い合わせ下さい。

クロスフィールドホームページの
テぺお取扱い医院検索

一般の方からの
　お問い合わせが
 増えています！
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クロスフィールドホームページにて、クリニックでお役立ていただける POP やポスター、
動画等をダウンロードしていただけます。是非ご確認ください。

Follow us!!Follow us!!
最新情報はこちらをチェック！最新情報はこちらをチェック！

< アクセス方法 >
クロスフィールドのホームページにアクセス→
ページの左上「ホーム」ボタンををクリック→
ページの左側

「テぺお取り扱い医院検索」をクリック

クロスフィールドホームページのテぺお取扱い医院検索
貴院の情報を掲載しませんか？登録は無料です。詳細はお問い合わせ下さい。

■ POP カード

■ ポスター　*（  ）内は用紙サイズの表記です

■ 待合室用動画

TePeセレクト

TePe（A3）

こちらのポスターは印刷して配布しております、詳しくはディーラーさんまでお問い合わせください

TePe SDGs（A4）

TePeスプリーム TePe歯間ブラシ

TePe歯間ブラシ（A4）エルゴフィンガー
感染予防対策（A4）

TePe製品紹介動画
（イージーピックあり）

アベビータプロテクトマスク2.0

TePe GOODアベビータプロテクトマスク2.0

TePe GOOD

プロフィーペースト（A3）

ティーボドント

キッズ歯みがきカレンダー
（A4）

クロスフィールドホームページ内ダウンロードページよりご利用いただけます。
https://www.crossf.com/download.html

TePe待合室用動画
　　　　（イージーピックあり）

TePe待合室用動画
　　　　（イージーピックなし）

TePe待合室用動画
　　　　（TePe GOOD）

TePe待合室用動画
　　　　（イージーピックあり）

TePe待合室用動画
　　　　（イージーピックなし）

TePe待合室用動画
　　　　（TePe GOOD）

TePe待合室用動画
　　　　（イージーピックあり）

TePe待合室用動画
　　　　（イージーピックなし）

TePe待合室用動画
　　　　（TePe GOOD）

TePe製品紹介動画
（イージーピックなし）

ポスター・POPカード・待合室動画のご案内

NEWNEW

地球温暖化に

深刻な影響をもたらしている

CO₂の排出量を

少しでも減らすために、

毎日使っているものから

見直してみませんか。

TePe製品は、

CO₂ 排出量を減らすために、

再生可能なサトウキビ由来の

バイオベース材料や、

マスバランス材料を使用しています。

また、TePe社は製造工程で、できる限り

風力や太陽エネルギーを使用しており、

SDGs「持続可能な開発目標」に関連した

取り組みを積極的に実施しています。

SDGs (Sustainable Development Goals)
正式には「持続可能な開発目標」といいます。2015 年の国連サミットで採択された「この先の世界が今以上によくなるために、2030 年までに世界の人全員で協力して
解決したい目標」です。SDGsでは１７の目標が定められており、世界で積極的に取り組んでいます。

TePe 社では、関係性の深い６つの「持続可能な開発目標」に
関連した取り組みを積極的に実施しています。

NEW

NEW

NEW NEW

当医院では、

飛沫・エアロゾル
感染予防対策を
実施しています

当医院が導入しているエルゴフィンガーは、直径１２mmで
開口部が３６０°回転するノズルです。
唾液、飛沫及びエアロゾルを発生源から
至近距離で吸引することができます。

その他にも、医療機関として高度な感染予防対策を実施しております。

直径８mm 以上のバキューム（排唾管を除く）をスケーラーチップから２０mm 以内に配置することで、飛沫と
エアロゾルの量、および診療室のバクテリアの数が９３％減少することが示されています。 *

* Harrel SK, Barnes JB, Rivera Rivera-Hidalgo F. Reduction of aerosols produced by ultrasonic scalers. J Periodontol . 1996;67:28 28–32.
King TB, Muzzin KB, Berry CW, Anders LM. The effectiveness of an aerosol reduction device for ultrasonic scalers. J Periodontol . 1997;68:45 45-49.
Klyn SL, Cummings DE, Richardson BW, Davis RD. Reduction of bacteria bacteria-containing spray produced during ultrasonic scaling. Gen Dent . 2001;49:648 648–652.
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