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はじめよう！令和時代の感染対策

歯科医師の診療時はもちろんのこと、歯科衛生士によるメインテナンス時にも
クロスフィールド製品を導入しています。

当院では以前から院内の汚染物質飛沫リスクにしっかり対応をしてき
ました。新型コロナウイルス感染症の流行後、より一層意識をするよ
うになりました。
歯科医師の診療時はもちろんのこと、歯科衛生士によるメインテナン
ス時にも以下の製品を導入しています。 

・術者保護エプロン 
・ハイゴーフォーミック 
・エルゴフィンガー 
・ケアシールド 
・立体ポケット付患者エプロン 
・O R O ヘッド & ヘッドレストカバー 

診療内容にもよりますが、どれも必須アイテムです。

術者保護エプロン 
以前はお洋服が汚れないように患者さんにエプロンを着用してもらう
スタンダードなスタイルでしたが、新型コロナウイルス蔓延にともな
い、考え方が変わりました。術者
も術者保護エプロンを着用するこ
とにより、患者さんの頭部がスク
ラブに接することが気にならずに
処置できるようになりました。
また、当院ではスクラブの下にア
ンダーウエアーの着用を禁止して
います。
理由は1日に何人もの患者さんを
診る私たちのスクラブの袖が汚染
されるからです。

ハイゴーフォーミック 
ハイゴーフォーミックを初めて見る患者さんには驚かれますが、とて
も柔らかく、ディスポーザブルであることを伝えると、安心されます。
見た目よりも吸引力があり、形も自在に変形することができるので、
安定感も抜群です。 

エルゴフィンガー 
口腔内にお水が溜まるのが苦手な高
齢の患者さんに重宝しています。吸
引力が優しいので粘膜などを吸うこ
となく、お水だけをサクションする
ことができます。
また、自分の姿を撮影してもらうと
わかりますが、以前より良い姿勢で
いることに気がつきます。

ケアシールド
前歯部のスケーリングなど、患者さんの顔に飛散しやすい場合に使用
しています。吸い込み口が大きく飛散を抑えることができるため、特
にエアフロー使用時は重宝しています。使用の際はアシスタントにケ
アシールドを持ってもらうことにより、安心してエアフローによる施
術に専念することができます。コネクターはオートクレープ可能で、
シールドは100枚入りで単回使用であることも素晴らしいです。 

Apple Dental Center
（東京都 西東京市）

歯科衛生士　花岡 佑み子

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

エルゴフィンガーを使用
バキュームのコントロールがしやすい

術者保護エプロンを着用
患者さんの頭部が接触している

ケアシールドを使用
クリアなので視界が邪魔されない

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 
100枚入　＊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 
100枚入　＊ディスポーザブル

術者保護エプロン

100枚入　＊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

* 2 点シール留タイプは肩シールのみ

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

スウェーデンにある FINESS HYGIENE社は高品質な衛生商品を通して医療・福祉の現場を支えています。
また、環境に配慮した徹底した品質管理を行っています。［ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485認証］

肩シール位置

78cm

37cm

ウ
エ
ス
ト
シ
ー
ル
位
置

Products Information

使用後、水滴がたくさん付いている
ことがわかる
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今後も患者さんに安心・安全を感じていただくために、クロスフィー
ルド製品を活用していきます。これは患者さんのためでもあり、飛沫
リスクの高い環境で処置する私たちのためでもあります。

当院では入口のディスプレイスペースに毎月 TePe 製品を飾っていま
す。カラフルな北欧カラーのおかげで、入口が明るくなり、患者さん
にも好評です。今後も多くの方にデンタルケア製品に興味を持ってい
ただけるように続けていきたいと思っています。

アップルデンタルセンターは Slow Dentistry Global Network に参
加しています。Slow Dentistry とはスイスに本部があり、日本では
５医院、世界では 191 の歯科医院が参加しています。健全な歯科医
療を世界中に普及させるために、以下の4点を目標に掲げています。

１. 麻酔
治療前に麻酔がしっかり効くまで十分に時間をとるべきである。
２. ラバーダム
歯または数歯を隔離するために使う。根幹及び充填治療のための相互
汚染を防ぐ重要な役割を果たす。
３. 部屋の消毒
治療と治療の間に診療室、椅子、全ての器具を洗浄・消毒するべきである。 
４. インフォームドコンセント 
治療を始める前に治療ごとのリスクと利益について、患者は根拠のあ
る情報を適切に与えられるべきである。

Slow Dentistry は患者志向のネットワークです。 
詳しくはこちらのQRコードよりホームページを
ご覧ください。

立体ポケット付患者エプロン 
ORO ヘッド & ヘッドレストカバー 
立体ポケット付患者エプロンはご高齢の方の処理の際やスケーリング
の際など、時と場合に応じて使用します。
吸水性に優れた再生紙と裏面のポリエチレンが水分をしっかりキャッ
チ。長さも 70㎝あり、患者さんのお洋服をしっかりガードします。
立体ポケットに溜まった水分もその部分からくるくると包めば汚染さ
れた面を触らずに廃棄することができます。
ORO ヘッド & ヘッドレストカバーはヘッドレストカバーとしても使
用でき、頭に被ることでスタッフを飛沫から守る必須アイテムにもな
ります。
以前は院長しか被っていませんでした。今考えるととても恐ろしいこ
とです。
 　　 

Products Information

商品名　ハイゴフォーミック Bio　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 2,200 円 ( 税込 2,420 円 ) ＠ 22 円 / 個

エルゴフィンガー

＊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

Made in Finland

S -Mサイズ

L - XL サイズ

医療機器届出番号　13B1X00133000067

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
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

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

動画はこちらで
ご確認ください

 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

商品名　エルゴフィンガー
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

スウェーデンの歯科医院・大学で
広く使用されているハイゴフォーミック
排唾ラインに接続してしっかり吸引します

詳しくは動画をご覧ください

2022 年 春 発売予定

入口のディスプレイスペース　季節にあわせてアレンジをしています

Hygoformic® Bio

患者さん・術者の両者が安心して診療できる環境が整えられています

環境にやさしい サトウキビ由来のバイオベース ポリエチレン製　
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抗がん剤治療中に出会った「ティーボドント ジェル」

自然派オーラルケア商品である「ティーボドント」は、
多くの患者さんに喜ばれる商品だと思います。

私は現在、抗がん剤治療を受けている歯科衛
生士です。
そんな私がティーボドント ジェルと出会い、
現在も抗がん剤治療を受けながら使用してい
るティーボドント ジェルをご紹介させてい
ただきたいと思います。

私は、2021 年 3 月下旬、左鎖骨上部の２セ
ンチ大のしこりに気付き、原発がんからの転
移であることを宣告されました。検査の結果、
動脈リンパ節への転移、骨盤リンパ等、全身
にがんが転移しており、外科的手術の治療は
対象外で抗がん剤による治療を行っています。

抗がん剤が始まる前には、入院していた病院
の口腔外科にて口腔内チェックと口腔ケアを
行いました。また、これから抗がん剤治療を
していく上での、ブラッシングに関する注意
点、口腔乾燥ケア商品の紹介もしていただき
ました。
私自身、現役で仕事をしていた頃に患者さん
に対して同じような説明をしていましたが、
いざ治療が始まる状況になってみると、ど
うしたら良いのか自分を疑うほど分からなく
なってしまいました。

そんな中、私の現状を知り歯科衛生士の友人
が入院先まで届けてくれたのがこの「ティー
ボドント ジェル」でした。同時に歯肉や粘
膜に優しい歯ブラシ「TePe ジェントルケア」
と「TePe セレクトコンパクト エクストラ

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。

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）

ソフト」も同梱されて
いました。
ティーボドント ジェ
ルにはティーツリーの
新鮮な葉だけを採取
し、通常原料の重量に
対し、たったの 1 〜
2 パーセントしか取れ
ないと言われている貴
重なティーツリーの天
然成分を 2 パーセン

トも配合されているジェルタイプの歯磨剤で
あることを知りました。以前、私はアロマの
勉強をしたことがあり、数あるアロマオイル
の中でもティーツリーオイルに殺菌作用が期
待されることは認識していました。

初回の抗がん剤治療後から唾液分泌低下による
口腔乾燥と、口腔内に何も入っていない状態で
も苦味や酸味を異常に感じる味覚障害があり、
不快な口腔内状況が続きました。こまめな舌運
動により唾液の分泌を促進させますが、そう
いった状況の中でのブラッシングは非常に敏感
でティーボドント ジェルを使うことに対して
も多少のためらいがありました。

しかし、ティーボドント ジェルは歯ブラシに
出した瞬間から爽やかな香りが漂い、抵抗な
く口に近づけることができました。また、ジェ
ルには程よい粘度がありブラシから垂れる
ことなく口の中に入れることができました。
ジェルタイプの歯磨剤はいくつも使用したこ
とがありますが、それらにも増して長時間の

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

Products Information

入院中、病院まで届けてくれた友人の
岡安紀子さん

友人がくれたパジャマと
ティーボドント ジェル

SDAエキスパートDH
（山梨県 笛吹市）

歯科衛生士　渡邉 梨恵

検査後、胆汁を取るために鼻から管が出ています
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ブラッシングには適した粘度で、ベットサイ
ドでも快適に磨くことができました。

入院中、体調の良い時はティーボドント ジェ
ルを使用し、口腔粘膜のマッサージも行いま
した。研磨剤無配合でジェルの粘度もちょう
ど良いので、指にしっかり停滞してくれて粘
膜にも滑りやすくセルフマッサージにも適し
ています。使用後はサラッとしていて、ほの
かな甘みとすっきりとした香りで癒され、と
ても快適でした。口腔乾燥による口臭や歯周
病などの感染症の心配も払拭できました。

■ ジェントルケア（ホワイト）
■ ジェントルケア（ホワイト）ブリスターパック

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。

TePeジェントルケア（上）と
TePe セレクトコンパクト エクストラソフト（下）
の比較写真

Products Information

入院中、ベッドサイドでのブラッシング

現在は隔週の抗がん剤治療をしていますが、
投与直後は倦怠感が強く、ブラッシングでき
ないこともあります。しかし、現時点で歯肉
炎の症状もなく快適な口腔内状態を保たれて
いるのはティーボドント ジェルを使用して
きたことが効果的だったように思います。

同時に使用した TePe ジェントルケアは、
大きめのベッドで柔らかいブラシではありま
すが、程よいコシがあり敏感な口腔内にも優
しく使用できます。この程よいコシのあるブ
ラシにより、歯肉マッサージをしながらプ
ラークをしっかり除去できるという、とても
優秀な歯ブラシであることを再確認できまし
た。大きなヘッドだからこそ、1 ストローク
で磨ける範囲も大きく、短時間でブラッシン
グを終えたいような時にも大活躍してくれま
した。体調の良い時は「TePe セレクトコン
パクト エクストラソフト」にて細かくブラッ
シングしています。

スウェーデン歯科衛生士会は
TePe 製品を推奨しています

ジェントルケア  Gentle Care
テペ

自分が実際にがん患者になってみて思うこと
は、続けることの難しさを痛感しています。
当たり前だったブラッシングすら嫌だと思う
ようになったり、無気力になったりすること
もあります。そんな中で、「ティーボドント」
と「TePe ジェントルケア」「TePe セレクト
コンパクト エクストラソフト」を使用できた
ことはとても光栄なことだったと思います。

抗がん剤治療中の歯磨剤の使い心地というのは
とても重要で、その中でも香りや味は第一に重
要なことだと身をもって体験しました。

近頃は、「オーガニック」「ナチュラル」などの
意識が非常に高くなっているように思います。
ティーツリーオイルは、ヒノキやヒバの香り
に似ていて、とても清々しい香りで癒し効果
があり、また抗ウィルス作用が期待されるの
で、インフルエンザ対策として加湿器等でも
使用されているようです。

自然派オーラルケア商品である「ティーボド
ント」は、多くの患者さんに喜ばれる商品だ
と思います。ぜひ臨床の現場でお勧めしてい
ただきたいです。

■ スペシャルケア（レッド）
■ スペシャルケア（レッド） ブリスターパック

■ スペシャルケアコンパクト（ブルー） 

とても柔らかいブラシで、口腔外科手術
後や周術期、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  Special Care

スペシャルケア（レッド）

スペシャルケアコンパクト（ブルー）

ハンドルの色は現在ホワイトのみとなります

ブリスターパック
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「毎日使うものだから良いものを使ってケアして欲しい」

そんな気持ちから、「はみがきショップ　halsa（ハルサ）」を立ち上
げた当初から、TePe 製品を幅広く取り扱っています。

一般的に「ハブラシは鉛筆持ちで、一本ずつ磨くように磨きましょう」
といったスクラッビング法等の指導が広く知られているせいか、「コ
ンパクトヘッドを使っています」というお客様が今でも多いです。た
だ、このブラッシング法は歯の形態を理解していないと実際難しいの
ではないかと以前から疑問に思っていました。

TePe 製品はユニバーサルデザインであり、ハブラシはパームグリップ
で握り、ブラッシングテクニックが無くても磨き残しが少なく磨けるハ
ブラシです。TePe のハブラシの特徴としての密毛で弾力のあるフィラ
メントがしっかりと歯面を捉え、歯頸部まで気持ちよく磨けます。

特に「スプリーム」は歯肉に対してチクチクしない触れ心地の良さ、
握りやすく滑りにくいハンドルで当店では人気の商品です。長いテー
パー毛が歯間、歯肉溝に到達し、同時に短いラウンド毛が歯面をしっ
かり磨いてくれるので、スプリームを使用したお客様の中には「歯ぐ
きから血が出なくなった」との声もありました。

「いつも小さめヘッドを使っています」というお客様にも出来るだけ
スタンダードサイズのTePeハブラシをお勧めし、TePe 独自の感触、
使い方を知ってもらうようにしています。結果「大きい方が気持ちよ
く磨ける」という声が多く聞かれます。

はみがきショップ　halsa
（北海道 旭川市）

代表　笹谷 結季

ハブラシをショッピング
　　〜はみがきは楽しんで〜

今日では舌クリーニングの必要性を知っている人も多く、「タングク
リーナー」も年代を問わず人気の商品です。
タングクリーナーは３列のクリーニング面が舌を傷つけることなく、
しっかりと汚れを落としてくれます。
素材はサトウキビ由来のバイオプラスチックで環境に優しく、ブラシ
タイプと違い、壊れたりしない限り長く使用することができます。今
まで舌クリーニングをしたことが無かったというお客様もタングク
リーナーを使うようになり、「使用後の口腔内の爽快感から毎日の習
慣になった。」という声を多くいただきました。

はみがきショップ halsa は主にセレクトショップ内で販売しています
が、TePe 製品はカラフルでスタイリッシュなので人目を引き、「か
わいい」と手に取ってくれる若いお客様や、プレゼントとして購入し
ていく方も多いです。

「今度はどの色のハブラシにしよう」「今回はこっちのハブラシにして
みようかな？」お客様が楽しみながら笑顔でハブラシをショッピング
をしているところを見るのは歯科衛生士としてとても嬉しいことです。

「ドラッグストアでハブラシを見てもどんなものを選んだら良いか分
からない」「良く分からないけど、歯医者さんで勧められたハブラシ
を使っています」という声を何度も聞きました。

歯みがきは健康のために誰もが毎日行なう行為です。自分にはどんな
ケア用品が必要なのかを知ってもらい、何より毎日の歯みがきを楽し
んで行なってほしいというのが私の願いです。

セレクトショップ “ホワイトコラージュ”内のハブ
ラシ販売は地元ネットニュースでも紹介されました

SNSでの halsa 広告
モデルの汚軽田 夢子さん
（撮影 ハヤシ ヒロナオ）

ディスプレイは楽しく華やかに
TePe 製品は幅広く取り扱っております

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

自分にはどんなケア用品が必要なのかを知ってもらい、
何より毎日の歯みがきを楽しんで行なって欲しい　
というのが私の願いです。
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患者様、本人だけでなく家族や看護師等の介助者にも使いやすく
効率の良い歯ブラシ等の歯科用品の選定や提案を行うことも重要と考えます。

【 訪問歯科診療における歯科衛生士の役割 】
現在日本では 65 歳以上の高齢者が総人口の 29.1％に達しました
（2021 年 9 月 15 日時点）。このような社会の高齢化によって在宅
医療の必要性が増加しています。私たちが行っている訪問歯科診療で
出会う患者の多くは全身疾患によって通院することが困難となった要
介護高齢者です。従って、訪問歯科診療に携わる歯科衛生は全身状態
を踏まえた上で診療に臨むことが求められます。要介護高齢者の中に
は、高齢による筋力低下に加えて麻痺等によって自分の歯を上手に磨
くことができない方がいらっしゃいます。そのような患者に対して、
本人だけでなく家族や看護師等の介助者にも使いやすく、効率の良
い歯ブラシ等の歯科用品の選定や提案を行うことも重要と考えます。
様々な歯科用品がある中で、今回は TePe 社のコンパクトタフトを使
用した実際の症例について紹介します。

【 実際の症例 -1- 】
患者は 60 代男性。重度のパーキンソン病により介護度は要介護５。
口腔内は残存歯多数であり、誤嚥性肺炎の既往もあるため、口腔内の
メンテナンスとして毎週お伺いして口腔ケアを行っています。通常の
歯ブラシに加えて、毛先が 1 束に集まったコンパクトタフトを使用す
ることによって、プラークを除去したい場所へピンポイントに毛先を
当てることが可能です。また、コンパクトタフトはネック部が傾斜し
ているため、写真で示した口腔内のように、ブラシが当てづらい臼歯
部に歯がある場合にも、アプローチがしやすい形状になっています。

コンパクトタフトの使用場面
　　〜訪問歯科診療の現場において〜

竹内歯科医療院
（東京都 新宿区）

歯科衛生士　青栁 三千代

【 実際の症例 -2- 】
患者は 90 代女性。口腔衛生管理と義歯作製を主訴とし訪問歯科診療
依頼がありました。口腔内には残根が多数存在しています。しかし重
度心臓疾患の既往があり抜歯にリスクが伴うため、抜歯せず義歯を作
製し、完成後は月 2 回程度の口腔ケアを行っています。歯ブラシと歯
間ブラシだけでは十分にプラークが除去できないため、介助者である
家族にコンパクトタフトの使用方法を説明しました。介助者が口腔ケ
アを行う際、よく聞く悩ましい点は痛みが出るかもしれないという点
です。本来、十分なプラーク除去のためには、多少痛みが出てもやむ
を得ません。しかしながら、口腔ケアの対象が認知症の方の場合や、
家族以外が口腔ケアをする場合など、スムーズに口腔ケアを行うため
には痛みが出にくい道具の使用も必要と考えます。コンパクトタフト
は毛の硬さが非常にソフトなため、痛みを与えることなく、介助者も
安心して使用することができます。

【 その他のコンパクトタフト使用例について 】
今回紹介した症例以外にも、開口量が少ない方や、歯磨きに対する拒
否が大きい患者にも、私はコンパクトなワンタフトブラシを使用する
ことがとても多いです。歯ブラシを当てたい場所にピンポイントで当
たり、プラークを除去できるため、患者の負担も少なく対応できます。

ヘッドが小さくネック部も細く傾斜しているため、
臼歯部にも毛先を当てやすい

家族にコンパクトタフトの当て方を指導

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

残根を含む残存歯が多いため、本人だけでは歯磨き
が難しい

コンパクトタフト  Compact Tuft
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。小さなブラシヘッ
ドと傾斜したネック部によって口腔内へのアクセスがしやすく
なっています。萌出歯、最後臼歯遠心部や歯間隣接面、歯根面
の陥凹部、乳幼児の仕上げ磨きなどに適しています。
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。

Products Information

■ コンパクトタフト
■ コンパクトタフト ブリスターパック

ハンドルの色はアソートになります

テペ スウェーデン歯科衛生士会は
TePe 製品を推奨しています
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今まで医院の歯ブラシは10年来同じメーカーの同じ商品を使い続けてきました。
しかし色々な商品が出ている中、より良い商品はないのかというスタッフの声を受け、
探し始めました。そこへ歯科衛生士の指導に来てくださっている先生から、「TePe の歯
ブラシと歯間ブラシを導入したらどうか」というアドバイスを受けました。TePe の歯
ブラシは時々セミナーで見聞きしたり、サンプルでいただいたことがあったのですが、「カ
ラフルで可愛い！」「ヘッドが大きい！」「持ち手が太いなぁ」という印象でした。

まずはTePeについて知るために、クロスフィールドの歯科衛生士さんに院内研修を行っ
ていただきました。歯科衛生士だけでなく、受付助手やDr にも参加していただき、スタッ
フ皆で歯ブラシ、歯間ブラシを手に取って知識を深め、TePe についての情報を共有し
ました。医院皆で、一本の歯ブラシに何千本もの植毛がされていることや、ラウンド毛
の毛先一本一本の角を徹底的に落としているということをその時初めて知り、TePe 歯
ブラシのこだわりと職人魂を感じました！

10年に渡って使っていた商品を変えていくということは、今まで当院のメンテナンスに
通って下さり、その商品を愛用してきた患者様にも、その理由を説明し、加えた意図を
伝えなければなりません。それにあたり、院内研修で教えて頂いた内容がとても参考に
なりました。

新しいものを取り入れたり、物事を仕組みから動かすことは、医院の規模によってはスタッ
フの混乱を招きます。当院のスタッフは約 30 人ですので、一つ商品を取り入れるにして
も、その知識を共有することから始めなければなりません。しかしメーカーからの研修を
受けたことで、歯科衛生士だけではなく受付助手も知識の共有ができ、受付でも商品の説
明ができるのはとても良かったと思います。

台形型ヘッドの歯ブラシは日本ではあまり見ない形です。磨き残しが多いのは最後臼歯
と前歯。ヘッドの先が細いので奥まで入りやすく、かかとは太いため前歯を磨くときに
は前歯面にしっかりと当たり、磨きやすいです。

スプリームはテーパードの毛足が長く、歯間や歯周ポケットに入りやすいため、患者様
に感覚を伝えやすいです。「あ、毛先が入ってるのわかります。」というお声をたくさん
いただきました。毛足が柔らかいため、痛みも感じにくいように思います。

また、毛足が一般のテーパードと比べると長いため、患者様が「こんなに
長いの入るかな ?」と仰る方もいらっしゃいました。実際入れていただく
と、お口の中にすんなり入れることができると、とても喜ばれました。

歯間ブラシはサイズ展開が９種類と豊富なこと、ワイヤーがプラスチック
コーティングされているから歯に当たる感覚が優しいことがとても評判で
す。アングルタイプは柄が長く幅広のためしっかり持てますし、頬排除も
しやすいです。

私たち歯科衛生士にとって、患者様のお口に合ったツールを選ぶことは、
とても大事なことです。TePe の歯ブラシや歯間ブラシは新たな選択の幅
を広げてくれました。

ほりべ歯科クリニック
（京都府 京都市）

歯科衛生士　足達 美波

TePeのお陰で広がった新たな選択肢

私達、歯科衛生士にとって患者様のお口に合ったツールを選ぶことは、
とても大事なことです。

人数は多いですが和気あいあいとした歯科医院です♪

中待合ではこのようなディスプレイで楽しんでいただいています。

歯間ブラシは一つずつのお部屋に♪

受付のショーケースもかわいく飾り付けています☆

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
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私たち“やまもとファミリー歯科医院”では、患
者さん一人一人の立場・目線に立ち、患者さん本
位の治療を心がけ、予防歯科に力を入れています。
そのため歯科衛生士との連携は必須であり、検査
結果から「どのように治療していくか？」を常に
考えております。つまり歯科衛生士による、歯ブ
ラシの持ち方・動かし方、サイズや硬さなどにつ
いての説明が非常に重要だと考えています。
セルフケアの充実により、歯科医師による治療の
質も向上しますので、その際の道具選びが重要で
あると考えています。

そんな私ですが、自分自身が親となった今、2 歳
の娘の歯磨きは非常に難しいなと日々感じていま
す。まだ娘も小さいので説明しても理解できない
のですが、本当に手こずってしまうのが現状です。

我々のように歯科医療従事者であれば、患者さん
に毎日のように歯磨きの話をさせていただきます
し、お子さんにもわかるように説明できますが、
お父さんお母さんはご苦労されていることと思い
ます。歯磨きの重要性を理解できない年齢のお子
さんであれば尚更のことです。

やまもとファミリー歯科医院
（京都府 八幡市）

歯科医師　多賀 一真

しかし、そんなお子さんにも歯ブラシに興味を持
つようなデザインが TePe の歯ブラシだと思い
ます。カラフルかつ可愛いデザインの製品がある
ということです。日本の製品にもキャラクターを
プリントされたものはありますが、TePe のもの
は歯ブラシの毛先が年齢に応じた形状をし、ほか
の子供用歯ブラシと比べても毛足が長く、仕上げ
磨きでも嫌がりません。やはり予防歯科先進国ス
ウェーデンの知識・技術だと感じます。

また、成長に応じて矯正治療が必要になるお子さ
んもいらっしゃいます。そんなお子さんにも適し
た歯ブラシを選んであげられるのが TePe です。
お子さんだけではなく成人でも様々なタイプの患
者さんに適した歯ブラシがあり、我々も説明させ
ていただくのに大変便利だと感じています。

お子さんの治療時に歯磨きを何故したくないのか
を尋ねてみると、面倒だと言われます。詳しく聞
くと、”YouTube が見たいから！”や、携帯で

各社扱うがテペは人気急上昇↑ 定期的に交換するよう、半年に1 回
“まとめ買いキャンペーン！”を実施

左から山本院長、私、明石先生

私たちの医院の理念と共に
私たち “やまもとファミリー歯科医院 ”では
患者さん一人一人の立場・目線に立ち、
患者さん本位の治療を心がけ、
予防歯科に力を入れています。

ゲームがしたいから！”と言われます。私たち大
人もそうですが、スマホに依存しているお子さん
が多くなっていると感じます。そんなお子さんに
は特にTePeをお勧めしています。理由としては、
歯磨きが苦手でも短時間でツルツルに磨ける工夫
が詰まっている、患者さんにとって優しい歯ブラ
シだからです。仕上げ磨きをしていただくとその
効果をわかっていただけるからなのか、来院時に
はお子さんの分だけでなく親御さんがご自身の分
もご購入されることが多いです。

初めにも説明させていただきましたが、私たちの
医院の理念である患者さん一人一人に向き合った
治療を実践していくためには、それぞれに適した
道具でそれぞれに合った方法で日々の口腔ケアを
行っていただく必要があります。それを助けてく
れる TePe について、患者さんにもっとご理解
いただけられるよう努めていきます。

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

Products Information

テペ イラストシリーズ  Kids Illustration Series
■  セレクトミニ エンジョイ　 

エクストラソフト ブリスターパック

ブリスターパック

＊セレクトミニのサイズです　
＊かたさはエクストラソフトのみです

セレクトミニ エンジョイ
エクストラソフト

＊セレクトコンパクトのサイズですKIDS（キッズ）
コンパクト

ブリスターパック

■  KIDS （キッズ）　コンパクト ソフト

＊ ハンドルの色・イラスト・組み合わせはアソートに
なります

＊イラストやカラーは変更になることがあります

■  KIDS （キッズ）　 
コンパクト エクストラソフト ブリスターパック

■  KIDS （キッズ）　 
コンパクト ソフト ブリスターパック 

■  KIDS （キッズ）　コンパクト エクストラソフト
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Products Information

98% CO2

80%

TePe from Sweden
予防歯科の先進国スウェーデンから

Products Information

キャップはハンドルとして使用可能

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

■ 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

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

■ 8本入パック
 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

■ アソートパック
 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
 (グレー、ブラックはキャップなし)

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
 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
 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

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

■ セレクト ミディアム
■ セレクト ソフト
■ セレクト エクストラソフト

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

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

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

■ セレクトコンパクト ソフト ブリスターパック
■ 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

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。

ハンドルとキャップは、
CO2 排出量を 80% 削減する

環境に優しい
再生可能な素材です

セレクト  Select セレクトコンパクト Select Compact
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・ 製造工程全体で 100%、風力や太陽エネルギーといった再生可能なエネルギーを使用
しています

・ 製品や包装を可能な限り再生可能なバイオベース材料にすること、そして廃棄物を最小
限に抑えるように取り組んでいます TePe Oral Hygiene Products / クロスフィールド株式会社は

持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

「歯は綺麗になる、だけどプラスチック製
歯ブラシの大量消費は地球を壊している。」
と、外国人の患者さんからご意見のメール
をいただきました。

私たちにとっては SDGs（持続可能な開発
目標）志向の高まりを実感するとともに、
海外と日本の意識の差を痛感し、反省する
出来事でした。

北欧歯科
（福岡県 福岡市）
北欧歯科 こくら

（福岡県 北九州市）
歯科医師

　加藤 大明

歯にも優しく、地球にも優しい TePe 製品
このような従来のプラスチック製歯ブラシ
大量消費の問題点の指摘に加え、最近では
医院で販売している歯ブラシの原材料につ
いての問い合わせなど、日本人の患者さん
からも「歯ブラシと環境負荷」にまつわる
お声をよくうかがうようになりました。

これらのことを受けて、当院では、“私た
ちが原因！”で増えているプラスチックの
量を減らすために、

1.  バイオマス製などの、地球に負荷のかか
りにくい素材を使用した歯ブラシをオス
スメする

2.  患者さんには来院時に歯ブラシの持参を
お願いする

3.  出張時のホテルなどで使い捨て歯ブラシ
を使わない

といったことを守ることとしました。

SDGs 達成度世界ランキング上位である
スウェーデン * の企業である TePe 社は、
バイオプラスチックを使用した GOOD シ
リーズや、歯間ブラシなどもマスバランス
素材を使用したり、サステナブルな取り組
みに真剣に向かい合っているメーカーとい
うイメージが強くあります。

歯にも優しく、地球にも優しく。
今後も、私たちは TePe 製品を選び続けます。

*Sustainable Development Report 2021

人気のスプリーム歯ブラシシリーズが環境に優しいサステナブル素材になりました

（＠00円 /00）はそれぞれの商品単価を表しますが、単品販売は行っていません。

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

ハンドルの色はアソートになります

■ スプリームコンパクト
■ スプリームコンパクト ブリスターパック
■ スプリームコンパクト 80本入

■ スプリーム
■ スプリーム ブリスターパック
■ スプリーム 80本入

■ GOOD（グッド） ソフト
■ GOOD（グッド） コンパクト ソフト
■ GOOD（グッド） ミニ エクストラソフト
■ GOOD（グッド） ソフト ブリスターパック
■ GOOD（グッド） コンパクト ソフト ブリスターパック
■ GOOD（グッド） ミニ エクストラソフト ブリスターパック

グッド  GOOD

スプリーム  Supreme

イラスト入り

イラスト入り

　TePe 社が取り組むサステナビリティ

　　　　　 GOOD ミニサイズは
スウェーデンで人気のキャラクター
Bolibompa（ボリボンパ）のイラストです

これまでのテぺ歯ブラシのクオリティとデザインはそのままに、環境に配慮したシリーズです。
再生可能なバイオベース材料を使用し、CO2 の排出を95％リサイクルさせることが可能なので、地球温暖化
に深刻な影響を及ぼしている温室効果ガス排出への影響がほとんどない、環境にやさしいサステナブルな歯ブ
ラシです。

これからの地球にやさしい歯ブラシ
Products Information

ブリスターパック

Q. どんな素材なの？
A. 
・フィラメントの材質：
ポリブチレンテレフタレート

・ハンドルの材質：
バイオベース高密度ポリエ
チレン

・グリップ部：
バイオベース TPE

フィラメントは従来のスプ
リームと変わらない優しい磨
き心地、ハンドルだけサステ
ナブルな素材になりました。

Q. ハンドルカラーは？
A. スプリームもスプリーム
コンパクトも共通の明るく
ポップな 6 色展開です。

Q. デザインは変わったの？
A. スプリームコンパクトは、
ネック部分が従来より 5mm
ほど長くなり、さらにアクセ
スしやすくなりました。スプ
リームは従来通りです。

ネックが約 5mm 長くなっ
たことで、ハンドルの肩の位
置が下がりました。

スプリームコンパクト
旧タイプ

新タイプ

5mm

※2022年春ごろから、商品名・お値段はそのままでハンドルの素材と色味が変わります
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この DIRECTA 社のプロフィーペースト 
Pro (HAp)は粗研磨から仕上げまでワンペー
ストで使用可能です。メインテナンスなど
でそんなにステインが目立たない歯面にラ
バーカップでペーストを取り、速度はゆっく
り 500 〜 1500rpm くらい、圧は 100 〜
200 ｇ程度がお勧めです。
なるべく少なく回転させ、弱めの圧を意識し
て１歯につき１０秒位でポリッシングしてみ
てください。
さらに、ペーストが残っている状態でフロス
をしましょう。TePe 社のデンタルテープが
おすすめです。フロスよりも清掃効率が良い
のです。

患者さんの「気持ち良い」を引き出してくだ
さい。
歯科医院での「気持ち良い」は万病予防の素
です。

歯面を意識したお仕事を目指しましょう！

プロフィーペースト Pro (HAp)
この新商品のパッケージデザイン凄いです！
とてもオシャレ！
さすがスウェーデン！！
と、感心したのは筆者だけではないと思います。

しかもよくよく見るとデザインも歯のエナメ
ル表層の模倣です。
デザインからも歯を守る！というメッセージ
が伝わって生きますね！
HAp ＝ハイドロキシアパタイト配合、今ど
きの処方ですね。
ペーストの研磨剤はシリカとのことで、
DIRECTA 社のプロフィーペースト Pro 
（パープル）のペーストと同じだそうです。

従来品のようにフッ素配合ではなく、HAp ＝
ハイドロキシアパタイト配合になりました。
フッ素配合を選ぶべきか？ HAp ＝ハイドロ
キシアパタイト配合を選ぶべきか？
私たちは何を基準に選べばよいのでしょう
か？非常に迷いますね。

フッ素は直接歯のハイドロキシアパタイトに作
用してフルオルアパタイトに変えて耐酸性を高
め、第二象牙質を作るところに作用します。

フリーランス歯科衛生士

沢口 由美子

患者さんの「気持ち良い」
歯科医院での「気持ち良い」

ハイドロオキシアパタイトは？？
ハイドロオキシアパタイトもエナメル質にミネ
ラルを補給し再石灰化すると言われています。

つまり、どちらも歯に良いということです。

筆者は従来よりクロスフィールド社主催のセ
ミナーにて DIRECTA 社のペーストを使用
する相互実習を行なってきました。
全てのペーストはそれぞれに使用目的があり
ます。
粗い、細かい、仕上げとあります。
ポリッシングブラシ、ラバーカップの２回で
行う方法、ポリッシングブラシだけで行なっ
たり、ラバーカップだけで処置をしたり、患
者さんの口腔内の状況で変わります。

メインテナンスや初期治療、歯石の付着状況、
使用するインスツルメントやツールでも歯の
表面の状況は変わります。

しかし、どんな状況でも最後のポリッシング
を欠かす事は許されません。
最終研磨を怠り、プラークや歯石が付着沈着
しやすい歯面にする事は、患者さんの不利益
となります。
それだけでなく、ポリッシングは患者さんに
とって「気持ちがいい」、最大のプラスイメー
ジをつくり、またやって欲しい、また来たい
と思っていただけます。

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

Products Information

ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有

ワンステップPMTCペーストが新登場

NEW PRODUCT
2022年 春 発売予定

directadental.com

医療機器届出番号13B1X00133000027

商品名

プロフィーペーストPro（HAp）
チューブタイプ（60g）

標準価格　4,600円（税込5,060円）/本
医療機器届出番号13B1X00133000027
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halsa
（北海道 旭川市）

歯科衛生士　笹谷 結季

優れた製品で違いが分かる
プロフェッショナルケアを
歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケア。やはり歯科衛生士としては
施術後「歯がツルツルになった」「口の中がさっぱりした」「また来るね」
と笑顔で帰って行く患者様の姿が嬉しく励みになります。

カップタイプ

■ 1,000ppmフッ素含有
■ 中性のｐH値（５～６ｐH)

■ 飛散しにくく、のびやすい
■ 爽やかなミント味

 

directadental.com

チューブタイプ

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

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

歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケア。ケア終了後患者様に感
じて欲しいのは口腔内の感触の違いと爽快感です。そのために使用す
るケア用品、ペーストにはこだわります。

施術後患者様から頂く「歯がツルツルになった」という声は、歯科衛
生士にとってとても嬉しいものです。
PMTC にはプロフィーペースト Pro を使用していますが RDA が 4 段
階あり、それぞれの歯面の着色状態に合わせて使い分けをしています。

ステインの沈着がさほど見られない状態であればプロフィーペースト
Pro（パープル）によりワンステップで仕上げることができます。プ
ロフィーペースト Pro は伸びやすく飛び散りにくいので、操作性も優
れています。1,000ppm のフッ化物配合なので歯に優しく美しく仕
上げることができます。

一通りの PMTC 後は歯肉、粘膜面、舌のクリーニングとマッサージ
も行ないます。ここで使用するのは TePe のスペシャルケアブラシと
Dr. Wild 社のティーボドント ジェルです。

スペシャルケアは約 12,000 本のフィラメントで、まるでメイクブ
ラシのようなフワフワで心地よい感触のハブラシです。ティーボドン
ト ジェルはアロマオイルでも有名なティーツリー葉水を 2％含んだ
歯磨剤です。ティーツリー特有の清涼感のある香りが、口の中に入れ
た途端に広がりリラックス効果を誘います。私はティーボドント ジェ
ルを付けたスペシャルケアで、歯槽粘膜、頬粘膜、口蓋粘膜、舌、舌下、
とにかく口腔内全体をマッサージします。

歯科という場所柄、スケーリングなどの施術でどうしても緊張してし
まう方が多いと思いますが、ケアの最後にこのマッサージを取り入れ
ることにより緊張をほぐし、リラックスして帰っていだだくようにし
ています。

この粘膜ケアとマッサージを行なった後、「口の中がさっぱりした」
という声を多くいただいています。

「歯みがき」という言葉ゆえに、お口のケアというと「歯をきれいに
すること」と捉えられがちですが、粘膜面も汚れていることを知って
もらい、マッサージすることにより歯肉の血行、唾液の分泌が良くな
ることを説明し、週に何回かでもご自身で粘膜のケアを行なってもら
うことをお勧めしています。

歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケア。やはり歯科衛生士とし
ては施術後「歯がツルツルになった」「口の中がさっぱりした」「また
来るね」と笑顔で帰って行く患者様の姿が嬉しく励みになります。

そのために、施術前、施術後の違いを分かってもらうケアを目指して
います。

プロフィーペーストPro　カップタイ
プ5色とティーボドント ジェル

約12,000本のフィラメント
心地よい感触のスペシャルケア

スペシャルケアとティーボドント ジェ
ルは相性抜群。ハブラシを使った粘膜
ケアは自宅でも気軽にできます。

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

このマッサージでリラックスしてもら
います。

Products Information

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 )
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 )

医療機器届出番号 13B1X00133000027
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はじめに
新型コロナウイルス感染症によるパンデミッ
クが未だに大小の波を繰り返しながら私たち
の生活に影響を与えています。歯科臨床にお
いても、外科的処置を見送ったり定期検診の
間隔を開けたりという対応を行いました。厚
生労働省からは、歯科診療の特性に基づいた
感染対策の指針が発表されましたので、それ
を踏まえながら飛沫対策を中心にクリニカル
ヒントをお伝えします。

１：指針に見る飛沫への対応
令和 2 年 4 月 6 日付で厚生労働省医政局歯
科保健課から発令された「歯科医療機器間に
おける新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ための院内感染対策について」においては、「一
般歯科診療時の院内感染対策に係る指針 ( 第
２版)」に準じた対応が求められています※１）。
この中の【質問 11】では口腔外バキューム
使用によるリスク軽減について取り上げ、「歯
科治療は回転切削器具を頻用するため、血液
で汚染されたエアロゾルや唾液中の微生物を
含んだバクテリアルエアロゾル、それに義
歯用レジンに侵入していた微生物を含んだ切
削粉塵が診療室に飛散しています。口腔外バ
キュームの使用は、このようなエアロゾルや
切削粉塵の飛散を低減させます。したがって、
歯科治療時は、診療室内の汚染を減少させる
ために口腔外バキュームの常時使用が強く勧
められます。」と回答しています。

有限会社ハグクリエイション代表
口腔科学修士

歯科衛生士　柏井 伸子

安全性確保のための飛沫対策
ケアシールドの有効性
厚生労働省からは、歯科診療の特性に基づいた
感染対策の指針が発表されましたので、それを踏まえながら
飛沫対策を中心にクリニカルヒントをお伝えします。

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

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

手軽にエアロゾル軽減

OROサージカルガウン (シート付 )

ケアシールド

＊商品動画はこちらのQRよりご確認ください

２：歯科臨床における飛沫発生の実際
歯科臨床においては、歯科医師による回転
切削器具による歯の切削や歯科衛生士によ
る歯面清掃時にも飛沫による環境汚染が発
生します（写真１）。指針で推奨されている
ように口腔外バキュームの使用が有効です
が、費用・スペース等の問題から設置が難し
い場合もあります。そのような場合でも「ケ
アシールド」を接続することで、簡易的に吸
引装置を活用することが可能になります（写
真２）。

３： ケアシールド使用上の注意点と SDGs
に基づいた安全な再使用

ケアシールドの使用に際しては、飛沫や粉じ
んがどのように飛散するのかを考慮して位置
や角度を設定します（写真３）。さらに使用
後は、透明のシールド部分はディスポーサブ
ルですが、コネクターやアダプターは洗浄・
乾燥後、134℃で滅菌を行えば再使用可能
です（写真４）。クラス N 滅菌器では庫内温
度が上がるため乾燥不可となります。
持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）が求められている昨
今です。医療資源やスタッフの人材資源の有
効活用を考え、個人防護具の適正使用や環境
整備を実践し、医療安全につなげていきたい
ものです※2、3）。

写真４. コネクターと
アダプターは滅菌可能

ケアシールド使用例

写真３. 義歯調整時（左）およびメインテナンス時（右）
における環境汚染対策

写真２. ケアシールドによる歯面清掃時の環境汚
染対策と使用後のシールド

写真１. 超音波スケーリングとエアーアブレー
ジョン施術後のユニット

参考文献
※１  日本歯科医学会 厚生労働省委託事業　歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業実行委員会：厚生労働省委託事業

「歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業」一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針（第 2 版） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000510349.pdf

※２  柏井伸子：書き込み式歯科衛生士のための感染管理のきほん　デンタルダイヤモンド社，東京，2019．
※３  柏井伸子：よくわかる歯科医院の消毒滅菌管理マニュアル　インターアクション，　東京，　2018．

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

Products Information
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グレーシーデュラビリティーのレギュラーとミニのセット

私が勤務している医院ではキュレットスケーラーの支給があります。
そのため、色々なメーカーのキュレットを試して使い分けができ、
SRP 前の検査でどのようなものを用いるのが最適かを判断すること
ができます。

歯周基本治療の中でできるだけ内縁上皮を傷つけずに低侵襲に SRP
を行うには、まずは器具を選択し、シャープニングされているかを
チェックします。その後、歯石を探知しますが、その際は指先で微妙
に見えない根面の凹凸を感知することが大切です。

スケーラーの選択ですが、オーバートリートメントがしにくいこと、
疲れにくくストレスフリーであること、そして経済的であることも選
ぶ基準にしています。

当院では１日に 12 人から 15 人の患者さんを担当するので大変忙し
く、キュレットのシャープニングの時間が取りにくいのが悩みでした。
シャープニング不要の物も何種類か使いましたが、切れ味が落ちやす
く感じるのと、そうなるともう廃棄するしかないので困っていました。

そこで、グレーシーデュラビリティーのレギュラーサイズとミニサイ
ズを発売後すぐに揃えてみました。

“把持してみて軽い！”“少しハンドルが細いけど、しっくり手になじ
む”が第一印象。
ブレードも細く、薄めの歯肉にも容易に入れやすく、手に感覚が伝わっ
てきます。カッティングエッジは常に鋭角で、すぐに使えるのが嬉し
いです。

当医院では、同じ法人内の歯科衛生士達と企画して、定期的に外部の
講師に来ていただき勉強会を行っています。アットホームな雰囲気で、
解らないことがすぐに聞けて情報共有できますし、仲良くなれるので、

頼りになるスケーラー グレーシーデュラビリティー
を選択するということ
切れ味も耐久性も優れていること、
シャープニング可能なことも
嬉しいポイントです。

外部講師による院内勉強会の様子 診療風景
「術者保護エプロン」も愛用しています

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

仕事のモチベーションアップにつながっています。
定期的に行われる院内勉強会でも、グレーシーデュラビリティーを
キャリアの異なる歯科衛生士複数で試してみました。

感想は、“当てやすい”、“歯石が探知しやすい”、“指に伝わりやすい”、
“軽い”、“手の小さい自分には細いハンドルがいい”、“コンタクト下
まですーっと届く”等、大好評でした。
特に11/12を使ってみると良さがよく分かると思います。

歯周ポケットが深ければキュレットのシャンクは長くブレードが小さ
めの方が挿入しやすいです。こちらのスケーラーはブレードが薄く挿
入が簡単ですし、強いステンレスで破損しにくいところも安心です。

切れ味も耐久性も優れていること、でも切れ味が落ちてきたらシャー
プニング可能なことも嬉しいポイントです。

日々の臨床に頼りになる、長く大切に扱いたいスケーラーです。

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

Products Information

商品名 グレーシーデュラビリティー　レギュラー・ミニ共通 1 本　標準価格 7,500 円 ( 税込 8,250 円 ) 　※オートクレーブ対応
                                    　　　　医療機器届出番号：13B1X00133000076

切れ味が長期間持続！ シャープニング回数の削減！ シャープニングも可能！
・ アクリル＊ 1 に 9,600 回ストローク、ブラスメタル＊２に 4,800 回ストロークを行っても 切れ味が

持続するので、シャープニング回数を抑えられます。＊ 3

・ 高品質なドイツ製のステンレス鋼製で、シャープニングも可能です。
・ 人間工学に基づいた凹凸のあるデザインのため、滑りにくく、緻密で繊細な作業を正確に 行うのに

適しています。
＊1：テストスティック　＊2：テスト用真鍮金属 硬度 90HB Brinell　＊ 3：KOHLER社試験による

ドイツ 歯科用器具トップメーカー
世界 80 カ国以上で使用されています

Made in Germany

特殊な仕上げ工程でシャープさが持続

強靭な特殊ステンレス鋼で破損しにくい

メディカルで幅広く採用されている
PEEK（ポリエーテルエーテルケトン樹脂）

レギュラー / ミニ

グレーシー 5/6

グレーシー 7/8

グレーシー 11/12

グレーシー 13/14

グレーシー 15/16

レギュラー 5/6

ミニ 5/6
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急性根尖性歯周炎による極度の痛みを訴えられた場合、
できるだけ早くスムーズに除去してあげたいと思うのが
医療人としての思いではないでしょうか？

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

ワムキーでストレスフリーのメタルコア除去を！

日々診療する中で、メタルコアの除去にスト
レスを感じる先生は多いのではないでしょう
か？特に急性根尖性歯周炎による極度の痛み
を訴えられた場合、できるだけ早くスムーズ
に除去してあげたいと思うのが医療人として
の思いではないでしょうか？

従来の方法では、マージン部分をかなり削り、
超音波で振動を与えて除去していました。大
臼歯の近心根、遠心根どちらもコアが入って
いる場合は中央で分割してからそれぞれを
除去するという手間がかかっており、長い時
は 30 分ほどかけて除去したこともありまし
た。この作業は患者・術者ともに苦痛の時間
だったことは間違いありません。

私はこのワムキークラウンリムーバーに出
会って、今までのコア除去の常識を覆されま
した。それまではこのワムキークラウンリ
ムーバーをクラウン除去の目的で、５年ほど
前から使用していました。しかし、ふとした

医療法人真穂会
ますだ歯科医院

（愛媛県 宇和島市）

歯科医師　佐伯 真未子

拍子に『この原理をコア除去に使用できるの
では？』と思い試してみました。すると、驚
くほど簡単にコアが持ち上がり外れることに
気が付きました。

おそらく、この楕円形の独特の先端と、持ち
手のしっかりした形態の相乗効果で、絶妙な
力がコアを真上に持ち上げるのです。特に本
領を発揮するのは、大臼歯部です。従来も前
歯部には兼松式などを使用することができて
いたのですが、このワムキークラウンリムー
バーは口腔内のどの位置にあるメタルコアで
も除去することができます。

この発見で、「開業以来 30 年以上苦労して
いたメタルコア除去が全く苦にならなくなっ
た。」と当院の院長も話しています。

使い方は簡単３ステップです。
① メタルコアのマージン部分を削合し、ワム

キーの先端が入るスペースを作る。
　 （頬側、舌側できればどちらも削合した方
が早く除去できる）

② 超音波スケーラーのチップを当て、振動に
よりセメントを緩める

③ ワムキークラウンリムーバーをマージン部
分に入れゆっくりひねる。

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

コア除去動画はこちら

メタルコアと歯質のマージン
部分に切れ目を入れる。

超音波スケーラーで
セメントを緩める。

ワムキークラウンリムーバー
でひねって持ち上げる。

 

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

毎年スタッフみんなで学会に参加するのが恒例でした
現在はリモート参加です

　 （頬側か舌側どちらかが特に外れやすい側
になるので、両方試してみる方が良い

　 まず No.1、次に No.2 というように先端
を変えてみてしっくりくる方を使用する）

今までメタルコア除去に悩んでいた先生の
一助となれば幸いです。

治療前

治療後３ヶ月　病巣は縮小傾向

メタルコアと歯質
のマージン部分に
切れ目を入れる。

超音波スケーラーで
セメントを緩める。

ワムキークラウン
リ ム ー バ ー で ひ
ねって持ち上げる。

コア除去動画はこちら

メタルコアと歯質のマージン
部分に切れ目を入れる。

超音波スケーラーで
セメントを緩める。

ワムキークラウンリムーバー
でひねって持ち上げる。

 

コア除去動画はこちら

メタルコアと歯質のマージン
部分に切れ目を入れる。

超音波スケーラーで
セメントを緩める。

ワムキークラウンリムーバー
でひねって持ち上げる。
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マウスガードの汚れを
機械的に清掃する器具の考察

スポーツ歯学は、選手個人が持っている力を
最大限に発揮する手助けを、顎口腔領域から
考えることを目的としている。その中でも私
が重要だと考え取り組んでいる分野が、正し
いスポーツマウスガードの普及である。

マウスガードとは、スポーツ時に歯列に装着
して、顎口腔領域の硬組織と軟組織の外傷、
脳震盪を予防あるいは軽減するための装置と
定義されており *1、多くの競技で使用が義務
化されている。特に外傷発生頻度の高い上顎
前歯部を保護するため、上顎歯列に装着す
るのが一般的である。

2014 年には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」が発表された *2-5。
こうしたマウスガードの普及が進んでいる背
景を受け、歯科の専門家として、その管理や
清掃方法についての正しい情報共有も必要と

大阪歯科大学附属病院
障がい者歯科

（大阪府 大阪市）

講師　田中 佑人

私が重要だと考え取り組んでいる分野が、
正しいスポーツマウスガードの普及である。

なる。今回、マウスガードの清掃管理に有効
と考えられる清掃器具を紹介する。

マウスガードの除菌についてはいくつか報告
がある。例えば、瞬時に除菌したい場合はマ
ウスガード除菌スプレーなどが効果的であろ
う。十分に乾燥させることでも細菌数が激減
するといわれている *6。しかし、マウスガー
ドの汚れを機械的に除去する方法について
は、十分な研究がなされていないように思わ
れる。歯ブラシを使用すると表面に傷がつい
てしまい、かえって汚染しやすくなるといわ
れている *6。では、何を使用して清掃すれば
よいのだろうか。

下記写真に示すような清掃器具の使用が望ま
しいと考える。これは、マウスガードを傷つ
けないシリコン製のブラシにより全体を一度
に簡単に清掃できる形状で、マウスガードを
内部に入れ、ジェルタイプの歯磨剤（研磨剤

*1.  上野俊明，木本一成，鈴木浩司，武田友孝，前田芳信，松本　勝，安井利一 編集．要説スポーツ歯科医学 第 2 版．医学情報社，2020：91．
*2.  安藤貴則，武田友孝，宮澤 慶，中禮 宏，渡邊愛斗，町 博之，大野かをる，高柳 博，植木公一，村松仁志．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 1）マウスガードの印象，模型製作，デザイン（外形線，厚み，スポーツの種類）．スポーツ歯学．2015；18（2）：
72-76．

*3.  田中佑人，北 邦宏，黒川勝英，水橋 史，松田信介，百瀬義信，矢野 顕，柴田 豊，飯盛隆司，辻村正康．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 2）成形，模型からの撤去，トリミング．スポーツ歯学．2015；18（2）：77-78．

*4.  吉野仙峰，五十嵐一誠，鈴木浩司，高橋敏幸，高橋 睦，月村直樹，中島一憲，新家義章，井澤政紀．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3）咬合（スポーツの種類にも関連），調整．スポーツ歯学．2015；18（2）：79-80．

*5.  権田知也，豊島由佳子，田辺麻衣，木本一成．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．スポーツ歯学．2015；18（2）：81-82．

*6.  Ogawa T, Yamasaki S, Honda M, Terao Y, Kawabata S, Maeda Y. Long-term survival of salivary streptococci on dental devices made of ethylene vinyl 
acetate. Int J Oral Sci. 2012; 4(1): 14-18.

マウスガードの清掃に最適
義歯の清掃にも応用可能である

流水下でマウスガードを清掃している シンク横の照明で映えるデンタルクリーナー

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

非含有）を使用し、回転させて清掃後、流水
下で洗浄する。

デザイン性が高く、清潔感もあるので、スポー
ツ選手やスポーツ愛好家に好評となるのでは
ないだろうか。

また、こうした清掃器具は、介護の現場での
義歯の清掃にも有効であろう。要介護者の家
族や介護者が義歯を清掃するときに、義歯を
シンクに落として破損させてしまうことがし
ばしばあるが、デンタルクリーナーで清掃す
ればそのリスクを軽減できそうである。

また、その優れたデザイン性は、介護の現場
をよりオシャレにしてくれることだろう。
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マウスピースや義歯、取り外し式の矯正器具
は毎日口の中から外したら清掃が必要です。
口腔内には何億もの細菌がおり、清掃せずマ
ウスピースなどを使用すれば、細菌がもっと
増殖したものを口腔内に装着することになり
清潔とは言えません。

義歯を使用している高齢者であれば細菌によ
り誤嚥性肺炎を起こしかねません。
義歯や装置の毎日の清掃を続けるためには、
短時間で簡単に効率よく清掃できることが重
要です。

私は現在、矯正の保定装置でホーレータイプ
のタングクリブ付きのリテーナーを使用して
おり、デンタルクリーナーでの清掃をしてい
ます。
デンタルクリーナーを使用するまでは、朝と
就寝前に歯ブラシでリテーナーの清掃を行
なっていました。

プラークはレジン床にはもちろん、床とワイ
ヤーの繋ぎ目、細いワイヤー自体など、思っ
た以上に付着するものだと、リテーナーの使
用当初は驚きました。
歯ブラシでの清掃の際、タングクリブがある
事で保持しづらく、ワイヤー部分を強く保持
してしまう事で曲がってしまう不安があり、
細かいところまで清掃するのに時間がかかっ
ていました。

しかしデンタルクリーナーを使用したところ、
短時間で細かいところまでプラークの除去が
でき、楽に清掃ができるようになりました。

デンタルクリーナーの受け皿にリテーナーを
のせ、上から蓋をし、１５秒程度、約 90 度
左右に回転させるだけで片顎のリテーナーは
キレイになります。

大きすぎず、手のひらにフィットするので保
持しやすく作業も簡単です。
ブラシ部分はシリコンでできており、装置や
マウスピースを傷つけることもありません。
ブラシ 1 本 1 本がしっかり自立しているので
細かい隙間にも入り込みプラークを除去して
くれます。水捌けも良く、使用後に軽く振っ
て水気を取って置いておけばすぐに乾きます。
また、ブラシ部分は交換が可能です。

私はリテーナーで使用してきましたが、マウス
ピースや、義歯でも同様に有効だと思います。
高齢の方が歯ブラシを使用して義歯を細かい
ところまで磨くのはなかなか難しいことだと
思います。

日々の診療の中で、「洗う時に落として割れ
てしまった」という声があります。また「清
掃している」と言っていても沢山プラークが
付着した状態の義歯を見ることも少なくあり
ません。

このデンタルクリーナーを使用すれば、単純
な作業で、細かいことをする必要がなく、義
歯の清掃効率を上げることができます。

マウスピースのようにくぼんだ内面にも凹凸
に配置されたブラシが表面をしっかりとらえ
てくれます。

デンタル携帯用ケースは、頑丈なつくりなの
でスポーツマウスピースやリテーナーの持ち
運びに便利です。

義歯やリテーナーなどは洗浄剤での科学的な
清掃も必要になりますが、まずは目に見える
プラークを取る機械的な清掃ができていない
と、洗浄剤が奥まで浸透せず効果が発揮され
ません。

掃除する事に負担を感じないで、短時間に機
械的な清掃を行うために、デンタルクリー
ナーをお勧めします。

Products Information

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）

持ち運び便利なデンタル携帯
用ケース

短時間で簡単にマウスピースなどの
機械的清掃が行えるデンタルクリーナー

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

リテーナーを
乗せたところ

容易に分解できて衛生的

手にフィットする 
サイズ感

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

負担を感じないで、短時間に機械的な清掃を行うために、
デンタルクリーナーをお勧めします。
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Products Information

にメガネが曇りにくい点においては、重宝し
ている。

常にマスクを使用するというユニバーサルマ
スキングの文化においては、ある程度のデザ
イン性も必要であろう。さらに、毎日の使用
が必要となると、ある程度経済的である必要
もある。実際、アビベータプロテクトマスク
2.0 の使用感は良く、見た目にも十分なデザ
イン性だと言える。最大 20 週使用可能とい
うことで、不織布マスクの単回使用を継続す
るよりも経済的である。

もちろん、時と場所と場合への配慮をしたう
えでの使用が望ましいが、高度な清潔さが要
求される手術室等での観血的処置でないかぎ
りは、アビベータプロテクトマスク 2.0 の
活躍の場は多いと考えられる。

たマスクを選択し、口から顎まで十分に覆い
顔にフィットさせることが重要である。布マ
スクの適合を改善するための様々な戦略が立
てられはした *2 が、布マスクの使用は不織
布マスクの不足時の最終手段と考えられるこ
とも多い。

ただし、近年では様々な企業から、優れた飛
沫拡大予防効果をもつ布マスクが販売され始
めている。アビベータプロテクトマスク 2.0
はそれらの中でも特に優れていると思われる
のでここで紹介する。販売元のクロスフィー
ルド株式会社からの情報によれば、99％の
抗菌効果、99% の抗ウイルス効果、99%
のフィルター性能をもつ素材が 4 層に重ね
られているという。また、顔面にフィットす
る形態と調節可能なイヤーループにより、非
常に良好なマスクフィットが実感できる。特

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
ユニバーサルマスキング（他の人が 2 メー
トル以内の距離にいる場面では，常にマスク
を使用する）が急速に展開した。
その結果、2020 年 5 月頃には世界中の不
織布マスクの在庫数からすると数ヵ月でなく
なる見積もりとなり、マスクの買占め運動や、
わずかな数のマスクのために行列に並ぶとい
う現象がみられたのは記憶に新しい。
こうした背景を受け、マスクの供給量増加と
ともに布マスクへの期待が高まった。

しかし、布マスクに対する期待とは裏腹に、
その欠点が指摘されることも少なくなかった。
ある研究では、布マスクは不織布マスクと比
較して、飛沫の拡大予防効果が 3 分の 1 程
度であると実験的に明らかになった *1。きっ
ちりと顔面皮膚に密着しないことが原因だ
と考察されている。マスクの効果は、目的に
あった大きさの粒子をろ過する機能と顔面へ
のフィット性で決まるため、顔の輪郭にあっ

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

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

幅広いノーズクリップ調整

洗えて繰り返し使える

口回りに空間があり
呼吸が苦しくない

薄い機能素材で熱がこもりにくい
ポリプロピレン／
フッ素樹脂ナノフィルター

内側は肌にやさしい
100％天然コットン

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

ユニバーサルマスキングにおける推奨マスク

大阪歯科大学附属病院
障がい者歯科

（大阪府 大阪市）

講師　田中 佑人

アビベータプロテクトマスク 2.0 は布マスクの中でも
特に優れていると思われるのでここで紹介する。

*1.  Davies A, Thompson KA, Giri K, Kafatos G, 
Walker J, Bennett A. Testing the efficacy of 
homemade masks: Would they protect in an 
influenza pandemic? Disaster Med Public 
Health Prep 2013; 7: 413-418.

*2.  Okamura T, Arai K, Tanaka Y, Ono Y. 
Custom fabrication of cloth face masks 
assisted by a CAD/CAM system for use 
during a shortage of surgical masks. J 
Osaka Dent Univ 2021; 55: 21-25

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
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昨年から続くコロナ禍で、注目された予防策の
一つがマスクではないでしょうか。
一時期、マスクと消毒用エタノールの品薄で苦
労された医院が多かったのも記憶に新しいとこ
ろです。

これまでは、マスクといえば（医療機関は別とし
て）花粉症やインフルエンザ対策として、時期的
に使用するものというのが一般的だったように思
います。ただ、一昨年からは手洗いやうがいとと
もに、季節を問わないものとなりました。

マスク騒動が落ち着いてからは、性能、使い分
け、使用法による効果の違いも報道されるよう
になってきました。

一般的に、布より不織布マスクを使用すること
が推奨されます。しかし、機能的ではあります
が、夏や湿気の多い時期はベタつきや、肌荒れ
が見られることがあります。特にお子さんは着
用していると口呼吸となり呼吸が浅く、息苦し
いのか元気がないことや、マスクを着用してい
ても上顎前歯でマスクを噛みながら来院される
お子さんもいらっしゃいます。
コンビニなどでは「何日目のマスクだろう？」
という不織布マスクをポケットから出して、使
用している方を見かけるのも珍しくありません。

「呼吸が苦しくなく、フィルター性能も優れて
いる」
これは相反する特徴である、と半ば諦めていた
頃にこちらの製品を知りました。
　

従来のマスクとの大きな違いは、
・ 布マスクでありながら、高い撥水性、４層ナ

ノフィルター、ノーズクリップにより個体差
に合わせて鼻周りをフィットできる

・ 洗濯は週１回から２回で、20 回洗ったら交換
・眼鏡や拡大鏡の邪魔にならない
・口周りに空間があり、呼吸が苦しくない
・ 診療中の説明や指示の発声もしやすく、患者

さんやスタッフに聞こえやすい
・ イヤーループで耳周りを簡単に調整でき、長

時間つけていても耳が痛くない
といったところでしょうか。
　
以下、現在交換しつつ３代目？を使用中である、
私の個人的な感想も記しておきます。

４層構造ということでかなり厚みがあるのでは
ないかと思っていましたが、予想より薄く、つ
けていてもストレスがありません。

不織布のマスクはメーカーにより薬剤の匂い
と、フィットさせる鼻や頬の肌荒れとかゆみ
に悩まされていましたが、こちらは内側が
100% 天然コットンで肌触りが良く快適です。

５色のうち、初めはホワイトを使っていたので
すが、マスクの上部にチークがつくので、女性
はホワイトではない方が良いかもしれません。

初めて使う時は、パッケージの匂いがあるの
で、私は使用前に１回洗濯してから使用してい
ます。※ビニールに入れていないのは、SDGs
の観点から気候変動を考慮しています。

呼吸が苦しくなく、フィルター性能も優れている
アベビータプロテクトマスク 2.0

小野歯科医院
（岡山県倉敷市）

緒形（宮地）孝子

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

Products Information

高い撥水性 抗ウイルス 抗菌

99％抗ウイルス＊2

99％抗菌＊3

高性能フィルター＊4

調整可能なノーズクリップ

調整可能なイヤーループ

＊1 バルブ部は99%抗ウイルス、99％抗菌、高性能フィルター
対象外です

＊2 ANTIVIRAL ACTIVITY TEST　ISO 18184 
＊3 ANTIBACTERIAL TEST　ISO 20743 
＊4 FILTER EFFICIENCY  /  RESPIRATORY 
RESISTANCE　GB　2626-2006

アベビータプロテクトマスク 2.0 バルブ付
＊1

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

目立ちにくいバルブ

マスクの利点と弱点を知り、子供から大人まで適切に活用可能で
有能なマスクであると、お勧めいたします。

診療中は、拡大鏡も耳で固定するため、これま
で耳が痛かったのですが、こちらに変えてから
は耳の痛みがないまま確実に固定でき、眼鏡も
曇りにくく集中して診療できています。
　　
マスクの利点と弱点を知り、子供から大人まで
適切に活用可能で有能なマスクであると、お勧
めいたします。

手作りポップ

フィットしていて心地よい 当院人気の物販コーナー
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Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

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

医療機器届出番号 13B1X00133000007

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。

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

【 ラクスエーター・プラスの使用方法 】

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

ラクスエーター ･ プラス

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
 CR 修復用マトリックス

 フェンダーメイト

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

∅3mm

∅5mm

7×2mm

9×3mm

ラウンド3

ラウンド5

スクエア7

スクエア9

ミラートップ　実寸大
ピュアリフレクト ミラー

明るい！クリア！！鮮明！！！

・ミラートップのみの販売となります。市販のハンドルをご使用下さい。

商品名　ピュアリフレクト マイクロミラー
1本入り　ラウンド3　ラウンド5
標準価格　15,000円 （税込16,500円）  / 本
1本入り　スクエア7　スクエア9
標準価格　16,000円 （税込17,600円）  / 本

● 約 95%以上の高い反射率
● 広い波長範囲でほぼ一定の反射率
● 診療ストレスの緩和

商品名　ピュアリフレクト ミラー
12本入り　サイズ0　サイズ2
標準価格 各 16,800円 （税込18,480円） 12本 /パック ＠1,400円（税別）
12本入り　サイズ4　サイズ5 
標準価格 各 6,780円 （税込7,458円） 12本 /パック ＠565円（税別）
1本入り　サイズ4　
標準価格 850円 （税込935円）/パック

通常より
頬粘膜への影響を
少なくした滑らか加工

ロディウム

クロミウム

ピュアリフレクトミラー
（タンタル）

チタン

反
射
率
（
％
）

波長（nm）

反射率グラフ（コーティング別）

製造メーカーにて取り扱いのミラーによる比較

New!

医療機器届出番号　13B1X00133000052 医療機器届出番号　13B1X00133000059

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）が新登場

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 / 本（税別）

PK4	4 本セット	 標準価格 41,000 円 / セット（税別）

P-series

User 
friendly 

instruments

Dental World Vol.38 |  20



■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

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

* 実寸大

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

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

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25mmNew

New

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 コーティング替刃メス

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

《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

販売名：KAI 替刃メス
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Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Made in Germany

ドイツ製高品質インスツルメント
世界80カ国以上で愛用中

 ファイバーポスト、ファイルを簡単把持
2WAYツイーザー

医療機器届出番号：13B1X00133000082■ 商品名　２WAYツイーザー
 14,800円（税込16,280円）　材質：ステンレススチール　　*オートクレーブ対応

・一本で 2通りの使い方が可能

・安心なセルフロックシステム

・操作による手指の負担を軽減

ファイル
対応サイズ
：φ2.8mm

ファイバーポスト
対応サイズ：
φ1.2mm

使用例1 使用例2 使用例3

New!

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

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

フックで壁にかけられる
（耐荷重２ｋｇ以上のフックを使用）
取出しやすい様に、1枚目の一部が
最初からパッケージの外に出ています

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

シート白 25cm×25cm ×2枚
シート青 50cm×50cm ×1枚

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　着丈：115cm
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

OROサージカルガウン (シート付 )

清潔でコンパクトなパッケージ

Dental World Vol.38 |  22



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：
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商品名  プロフィーペーストPro（HAp）　
チューブタイプ（60g）
標準価格　4,600円（税込5,060円）／本

directadental.com

医療機器届出番号13B1X00133000027

ハップNEW！ 
プロフィーペーストPro (HAp)

予防歯科先進国スウェーデン発　世界50か国以上で使用されている
PMTCペーストのロングセラー「プロフィーペーストPro」シリーズに
ナノ粒子ハイドロキシアパタイト（HAp）含有タイプが新登場！

ハップ

ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有
PMTC後もなめらかでツヤのある歯を保ちます。

RDA 197-50　ワンステップでチェアタイムの短縮
・1本でスケーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出しまで可能

・忙しい診療時に便利

・中性の pH値（５～６pH）

・ミント味

・粒度：100-7µm

フッ素無配合

プロフィーペーストPro シリーズ

NEW PRODUCT
2022 年 春 発売予定


