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私が理想とする排唾管ハイゴフォーミック

今日の歯科診療において、サク
ション・チップがいかに我々の
臨床に不可欠かは言うまでも
ない。
しかしながら、45 年前の大学の臨床実習

では、科によってはそれが設置されてい

ない診療用チェアが使われていたが、そ

の代わりに水道水の水圧を利用した排唾

管が備わっていた。常時、口腔内に設置

して応用される排唾管の先端は、口腔底

の粘膜に優しく接するように球状あるい

は体積を大きくした形状を呈し、金属製

の管に接続されていた。口腔外科の外来

診療室の中央の島には、常時、煮えたぎっ

ているシメルブッシュ煮沸消毒器が何台

も置かれており、外来における小手術な

どに用いる器具は、その程度の消毒でも

許される時代であった。大学における臨

床実習においては、木綿製のエプロン、

金属製カップ、金属製排唾管（図１）に

代表されるような使い回しのものが一般

的で、ディスポーザブルの道具について

は、メスの刃先を除いては “もったいな

い”との考えからか、あまり流通してい

なかったように記憶している。

今をさかのぼること 35 年以上も前、ス

ウェーデン、イエテボリ大学の補綴科に

在籍していた際、人手を省くならびに感

染の危険性を減らすことが主目的で、多

くの用具がディスポーザブルであり、少

なからずショックを受けたことを思い出

す。日本の大学にいた時には、しごく当

然と何の疑問を抱かなかったことが、よ

く考えてみると好ましくないことに気付

かされた。例えば、レジン製各個トレー

に接着剤を塗布する場合に、キャップに

付いたブラシをためらいもなく使ってい

たが、これは、「歯科医師の中で、もっと

も衛生観念に乏しいのが補綴科医」との

表現が、あながち的外れではない一例か

もしれない。すでに、イエテボリ大学で

は綿棒を何本も用意しておき、それで次々

と新たな綿棒に交換しながら塗布を進め

ることが行われていた。現在、私どもで

は綿棒がもったいないので、接着剤の瓶

からトレーの内面に適量を滴下し、それ

を１本の綿棒で拡げることをしている。

本題に戻り、排唾管についても、同様に

衛生観念について考えてみたい。従来か

らの金属製のものでは、先端が球状に加

工されるだけではなく、なかには可動部

分を備えたものもあり、使用後にウォッ

シャー・ディスインフェクターなどで適

切に洗浄される場合を除き、前の患者の

汚れが完全に除去された保証はない。加

えて、これらのものでは長時間にわたり

口腔内に応用されると、金属製本体だけ

ではなく、ホースの重さを含めた全重量

が先端部分に加わり、口腔底粘膜の疼痛

を訴えるといった欠点も見られた。

このような問題点を解消するものとして、

スウェーデン製ディスポーザブル排唾管

Hygoformic（ハイゴフォーミック）（図

２）が存在する。以前から、わが国でも

スウェーデン製の同様の製品が販売され

ていたために使用してきた。ことに、連

続して多量の注水を行う支台歯形成時に

はきわめて有用で、効率良く吸水してく

れるだけではなく、患者への負担が少な

い。患者の前では憚られるが、昔から個

人的には、その形態から“ネズミの尻尾”

と称していた。その先端近くの渦巻き部

分は自由に変形することが可能なため、

患者に嘔吐反射を起こさせずにもっとも

効率良く吸引する形に調節できる（図３）。

その部分には先端だけではなく、側面に

も 5 か所の小孔が穿たれているために、

効果が持続する。また、コの字状の部分

を調節して下顎を挟むことで、使用中に

その位置がずれることを防いでくれる。

そして先端を口腔底に設置することによ

り舌を排除でき、あるいは頬側に置くこ

とで頬粘膜を排除することが可能となる。

また、多量の生理食塩水で冷却するイン

プラント埋入手術時にも有効で、咽頭部

に溜まった冷却水をそれで吸引させれば、

アシスタントは創面すなわち粘膜骨膜弁

（図１） （図 2）
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ブローネマルク
オッセオインテグレイション・センター（BOC）

（東京都千代田区）

院長　小宮山　彌太郎

内の出血あるいは冷却水の吸引に専念す

れば済む。手術室が備わっている施設で

は、２系統のサクションが使えるが、一

般的な診療室のチェアではそれが難しい

ことが多い。そのような状況にあっては、

このハイゴフォーミックを滅菌バッグに

入れて、ガス滅菌したものを用いる（図

４）。

その材質には環境ホルモンとしての可能

性が取りざたされている、PVC（ポリ塩

化ビニール）が含まれていないことから、

小児などへの影響ならびに廃棄後の環境

汚染を考えないで済み、これは医療従事

者としてはありがたい。

以前と比較すると、わが国の患者の衛生

観念は格段に変わってきており、医療の

現場でもわれわれの行動に目を光らせて

いるようになってきた。感染対策には十

分に力を注いでいることをアピールする

ためにも、このようなディスポーザブル

の製品を患者の目前で装着し、使用後に

は廃棄している姿を見せることが、医療

現場での真のサービスと言えるのではな

いであろうか。

（図 3） （図 4）

ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター（BOC）
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若林歯科
( 東京都渋谷区 )

 院長　若林　健史

ガムチャックスを使用してみて！！

日本はアメリカに比べフロスの定着率が少ないように思われます。

現実に患者さんへフロスの指導をしても習慣化するのは難しく、

特に指巻タイプのフロスは何度指導しても習慣化につながらない

ケースが多数で困っていました。

ブラッシングだけでは全体の 6 割しか汚れを落とすことができ

ず、残りの 4 割はフロス又は歯間ブラシをしないと全体のクリー

ニングができないと言われています。

ガムチャックスのヌンチャク型フロスは今までにない、2本の細

長いハンドルで操作する新しいコンセプトのフロスです。

長いハンドルは口腔外から簡単に操作可能で、最後臼歯遠心も楽

に届きます。

また、2 本の細長いハンドルは口腔内で自由に動かすことが可能

なので歯面の形態に沿わせて（C- シェイプ）効率よく清掃でき

ます。患者さんが指巻フロスを使用して狭い口腔内で器用に歯面

に沿わせることは難しく、ホルダー付のフロスも糸の長さが固定

されているので歯面に沿わせることができません。これでは隣接

面のみにあたり、隅角部等は清掃できません。その点、ガムチャッ

クスの形態は理想的です。

また、使用後はハンドル後方についているボタンを押すことによ

り、ワンタッチでリフィルを取り外しそのままゴミ箱に捨てるこ

とができ、フロスを触る事が無いので衛生的です。

チップを外す時、面白いように遠くに飛んでいくので ( 飛びすぎ

注意 ) お子さんでも楽しくフロッシングできます。

当院ではフロスの指導を行うときに指巻のフロスを指導した後

に、ガムチャックスのオートクレーブ可能なプロ仕様のハンドル

を用いて患者さんにフロッシング指導をしています。

指巻のフロスの指導時と比べてガムチャックスが容易に使用できる

ので、患者さんのモチベーションが上がるのが明らかに分ります。

当院ではガムチャックスの使用を積極的に勧めることにより、患

者さんのフロスの習慣化につながりました。

今後も、簡単に・早く・確実にフロスができるガムチャックスを

使用し患者さんのフロスに対するモチベーションを上げていきた

いと思います。

フロスの習慣化は歯周病予防にもつながります。

最後臼歯までしっかり届きます。

フロスをより楽しく！
ガムチャックスガムチャックスガムチャックス

■ ガムチャックス スターターパック 10セット
ハンドル1セット、リフィル12個

パッケージを簡素化し、お求めやすい価格になりました！

■ ガムチャックス 矯正用 スターターパック 10セット
ハンドル1セット、リフィル12個

フックフック

■ ガムチャックス お試し パック
ハンドル1セット、リフィル3個  ×10セット

■ ガムチャックス 
矯正用 お試し パック
ハンドル1セット、
リフィル3個 ×10セット

フックがワイヤーの後方に入り
舌側から操作できます

C- シェープとは
歯間隣接面のカーブにフィットし歯間乳頭まで挿入、
歯肉縁下までしっかりと効果的にプラークを除去します。

1%
1日に2回以上

2.5%
1日に2回

5%
1日に2回

0.5%
使用しない

* 243名を対象に行った研究
引用文献：Research undergoing by M. R. Araújo, M.- J. Alvarez, & C. A. Godinho

66%
一日１回

25%
めったにしない

17.7%
一日１回

32.5%
めったにしない

48.3%
使用しない

フロスを使用しない 48.3％
フロスを1日１回使用する 17.7％

0.5％
66％

ガムチャックス紹介前の
フロスの使用率

ガムチャックス紹介
4ヶ月後の
使用率データ

4ヶ月後

C
C- シェイプ
米国で多くの歯科医師、歯科衛生士が推奨する理想的な形です。

（＠ 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。

Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

ガムチャックスのオリジナルキャラクター
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3  | Dental World Vol.28



Column

たきの歯科
（埼玉県ふじみ野市） 

院長　山本　達也

若葉駅前歯科
（埼玉県鶴ヶ島市）

受付　木村　麻衣子

イージーピックは患者様に
「歯と歯の間ってこんなに汚かったのか！」
と気づきをもたらします

TePe イージーピック
ホームケアを楽しく続けて欲しいから

歯間ブラシを使って頂くと、歯肉を刺してしまうことで、痛い思
いをしてしまったり、出血をしてしまったりして、なかなか使っ
て頂けない患者様がどうしても一定数いらっしゃいます。
また、そういう患者様に限って、プラークコントロールがとても
難しかったりします。そのような患者様にオススメなのが、この
イージーピックです。

ブラシ部分が柔らかいので、患者様の心理的にも使いやすいのか、
ご紹介すると、こちらが入れ方を指導する前に、患者様自らご自
身の歯と歯の間に持って行かれることが多いです。そして、歯間
ブラシに比べてブラシ部分の色が派手なので、プラークの付着が
目に見えやすく、「こんなに汚かったのか！」と、患者様に気付
いて頂くことができます。

歯間清掃の習慣は、面倒臭いという理由でなかなか定着しにくい
のですが、実際の汚れを見ることで、毎日の習慣につながってい
くのではないかと期待しています。

今年に入り、様々なセミナーに参加し、これからの歯科治療に一
番必要なのは予防歯科だと感じ、とにかく当院の治療内容に予防
歯科を導入したいと思っていました。
しかし、それは思った以上に大変なことでした。
虫歯の治療を希望される患者さまに、ホームケアの大切さを伝え
るのは難しく、TBI やメインテナンスをしても、患者さまはなか
なか取り組めないケースが多いのが現状です。

私は受付の立場から、「何かできないだろうか？」と悩んでいました。
そんな時、あるセミナーでホームケアグッズを売り上げることが、院
内の利益に大きなプラスになるという講演を聴くことができました。

「これなら、受付の私でもホームケアの大切さを伝えられるかも！」
と思いました。早速院内に置いてあるグッズを見直しました。
ちょうど TePe イージーピックのサンプルが送られてきた時で、
患者さまとの会話を思い出しました。「ワイヤーが痛くて」「歯間
ブラシがうまく入らない」「ゴムの歯間ブラシがいい、市販のでも
いいでしょ？」と歯間ブラシに抵抗を感じる患者さまがいました。
プロフェッショナルケアはケアのほんの一部で、毎日のホームケアの
ほうが重要です。
同じ頑張るなら、楽しみながら頑張ってもらいたいとの思いから、
使いやすいイージーピックとカラフルでかわいいTePeの歯ブラ
シなどを揃えました。
イージーピックの使い方はしっかりと説明する必要がありますが
歯間ブラシより歯間に入りやすく、シリコンだから痛くない、何
より TePe は価格が嬉しい（笑）。

患者さまが「何色にしようかなぁ♪」と楽しそうにTePeの歯ブ
ラシを選んでくださっているのを見ると私も楽しくなります。

TePe グッズで毎日のホームケアを楽しく続けていただけるよう
受付でこれからもオススメしていきたいです。

患者様に好評のイージーピック

薬局などでもやわらかい歯間ブラシは市販されていますが、それ
に比べて、ブラシ部分のポツポツが平べったくできているため、
プラークの搔き出しも多く、ちぎれにくくなっているようで、市
販のものよりも持ちが良いと患者様から喜ばれています。

患者さまを魅了するテペコーナー
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

新企画 TePe ポップデザインコンテスト開催！

ポップコン

締 切 2017 年 5 月 31 日

TePe の日本未発売イラストシリーズ歯ブラシ等 TePe グッズをプレゼント！!

医院でどんなふうに
TePe を紹介
していますか？

TePe のいいところ
好きなところを
お写真で教えてください。

シリコーンタイプのしなやかなピックが歯間に挿入しやすく、
歯肉にもやさしい使い心地
＊使用時は適切なサイズを選び、無理に歯間に挿入しない
でください

XS/S
（オレンジ）

M/L
（ブルー）

イージーピック　EasyPickTM

M/L

XS/S

XS/S（オレンジ）
M/L（ブルー）	
10パック/箱
1パック単サイズ 36 本	+	トラベルケース1個

②	2本入りパック　ディスペンサータイプ
	 H	19.5×W	12.5×D	10.8cm

ディスペンサートラベルケースブリスターパック

まつした歯科様 ( 長野県 )

永山歯科医院様 ( 北海道 )

イメージ

①	36本入りブリスターパック
携帯に便利なトラベルケース付き

ご応募いただきましたすべての医院様に	

XS/S（オレンジ）
M/L（ブルー）
100パック/箱
1パック単サイズ 2 本

●	お申し込み方法　　tepe-pop@yoshida-net.co.jp

●	発表

●	注意事項

上記のアドレス（または QR コード）より、医院様名、ご住所、
ご担当者名をご記入の上、お写真とコメントを添えてお送
りください。
後日、プレゼントを発送させていただきます。

編集部が選んだすてきなポップの医院様は、本誌 29 号以降でご紹介さ
せて頂きます。

・必ず、必要事項をすべてご入力の上、お申込みください。住所などの誤記入や長期不在
などの理由から、お届けできず弊社に戻ってくるケースが発生しております。ご注意く
ださい。

・お届けは、お申込みより 1 ヶ月以内を予定しています。お申込み多数の場合は、一部発
送が遅れる場合があります。

・やむを得ない事情により、プレゼント内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
・プレゼントの種類は選べません、予めご了承下さい。
・ご入力いただきました個人情報につきましては、社内で適切な安全対策のもとに管理し、

漏洩などの防止に努めます。お客様の同意なく第三者への開示・提供はいたしません。

どう歯科医院様 ( 北海道 )
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Column

ネクスト・デンタル
（東京都文京区） 

院長　櫻井　善明

『ドライデントの様々な場面においての有効性』

歯科治療において、重要だが厄介な処置の

一つとして挙げられるのが「唾液の排除」

ではないだろうか。これは、接着阻害、または

細菌のコンタミネーションの原因となるからで

ある。一般的な解決策として、ラバーダム防湿

があるが、咬合面のみからのアプローチが可能

な治療かつ、歯冠形態がしっかり保たれている

状態でなければ完全なラバーダム防湿は難しい

と考える。逆に複雑窩洞のインレーセット、フ

ルクラウンのセット、5 級の CR 充填など、ラ

バーダム防湿をしたくても物理的に不可能な状

況にも多々遭遇する。そのような場合には、ロー

ルワッテなどで簡易防湿をせざるをえないが、

ロールワッテは「舌で動かされてしまう」「歯

冠側に上がってきてしまう」など、固定がしっ

かりできず、ストレスを感じることが多々ある。

そこで使用するのが、このドライデントである。

頬側用、舌側用は共にサイズが 2 種あり、患

者の口腔内、用途に応じてさまざまに使い分け

る事ができる。ここではその頬側用の有効性を

紹介していきたいと思う。

まず、ドライデント頬側用は耳下腺乳頭付近を覆

う事により、唾液をほぼ排除することができるよ

うになるだけではなく、頬粘膜とのフィットも良

いため、ロールワッテのように歯冠側に上がって

きて操作がしにくくなるという事が無く、治療に

集中することができ、術者・患者共に快適である

と言える。

さらに、根管治療前の隔壁作成時に威力を発揮す

ると感じている。しっかりした隔壁作成は確実な

ラバーダム防湿が行えるようになり、根管治療時

の誤飲防止、感染予防になるだけでなく、根管充

填後、速やかに支台築造に移行する事が出来るた

め、結果的に時間の短縮に繋がると考える。

また、間接法によるセラミックスインレー、ク

ラウンはメタルと違い、接着操作の差が予後

に大きな影響を与えることは周知のとおりであ

る。接着阻害の要因はいろいろと考えることが

できるが、最も重要なのは「しっかり乾燥させ

ること」と「コンタミネーションを減らすこと」

である。そこでドライデントの使用により、効

率的にこの二つの問題を解決することができる。

このようにドライデントは、さまざまな場面で

診療に大きく貢献する物と考える。

その他に、フッ酸処理やプライマー処理、

セメント処理においても、接着面をグ

ローブで触るのはコンタミネーションの原因と

なりうるので、筆者は同社のスティックンプレ

イス（p22）を併用することをお勧めする。セ

ラミックスインレー、クラウンの咬合面をしっ

かり乾燥させ、スティックンプレイスを圧接す

ることで把持しにくい形態のインレー、クラウ

ンでもしっかり把持することができる。

今後もコンタミネーションの観点から、ド

ライデントやスティックンプレイス、ア

プリケータ・ネオ等のようなディスポーザブル

商品が歯科医療のさまざまな場面において必要

となってくるだろう。

アプリケータ・ネオ（p22）を使用しプライマーを塗布
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医療法人社団　翔西会
とおる歯科

( 東京都町田市 )

 院長　今西　徹

・フレーム機能の有用性
顔貌曲面に合わせたフレームカーブ：呼吸を邪魔しない。

スムーズな開閉：正中部より開くことにより、バキュームを容易に入

れられる。

以前までは、小児が嘔吐した際にはフレームを外し治療が中断する事

もありましたが、フレームの開閉により嘔吐物を迅速に処理し、治療

を継続することができるようになりました。

突起部の形状：ラバーダムの引っ掛かり具合がとても良い。

外れにくくしっかりとラバーを張ってくれる形状となっている。

・黄色のプラスチック製ということで子供受けが良い点
治療台の周りを見渡すと、とかく滅菌が必要なものが多いせいかステ

ンレス製のメタルカラーが目立ちます。メタルカラーは小児治療にお

いては、暗い色で怖く感じやすいので、極力避けたいものです。

当院では、ビヘイビアコントロール（Behavior Control）を実践し

ているのですが、怖いものをできるだけ怖くないように見せる為の工

夫を実現させる為、明るい色のものをできるだけ使っていきたいと考

えております。この明るい黄色のラバーダムフレームは今までのメタ

ルフレームよりもお子様、親御様に非常に好評頂いております。

当院では開業当時よりラバーダム下での
診療が基本になっております

開業して 14 年、今まで既存のメタルフレームを使用してま
いりましたが、この度、「小児用ラバーダムフレーム」の導
入により、更に質の高い治療、時間の短縮、スムーズな診療
が可能となりました。

・1 年目のスタッフの声（＾＾）
以前まで使用していたものは、ラバーがピンと張っている隙間か

ら唾液を吸う際、クランプが外れてしまうこともありました。小

児用ラバーダムフレームは開閉も楽に出来るので、その様なこと

がなく唾液の管理がとても楽になりました。

１年目の私でも無理なく使用でき、お子様にも安心して治療に臨

んでもらっています。

Column
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Column

とのぎ小児歯科
（千葉県千葉市） 

 院長　外木　徳子

ぜひ使ってほしい小児歯科専門医考案の
ラバーダムフレーム

さすが、小児歯科専門医が考案した
ラバーダムフレームだと思いました。
このフレームは、所々に低年齢児に対する配慮が感じられます。

例えば、今までの金属製のフレームと比較して、サイズも小さく、

黄色というかわいい色で子供たちに恐怖心を与えません。

私の診療室では、予めある程度ラバーをフレームに張ってから

歯牙にクランプを装着します。その手順で行なうと大体 30 秒

から 1 分の間でラバーダム装着ができます。

また、フレームの形状やツメの位置、サイズなどが工夫してある

ため、しっかりラバーを保持でき、水分が外に滴り落ちにくいです。

さらに、フレームが半分に折れ曲がるため口腔内の唾液の吸引

がとてもしやすく、患者さんもラバーを引っ張られる不快感が

なく快適だと言っています。

以前はサクション時に、クランプまで外れてやり直しを強いら

れることがありましたが、このフレームではありません。

ぜひ、診療の質の向上のためにも一度小児の処置に使ってみて

欲しいと思います。
吸引時は開いて使用

処置時

ラバー装着時

Products Information

唾液の吸引が容易な開閉式
フレームを外さず簡単にレントゲン撮影
急な嘔吐反射にも対応できる

容易にラバーを
装着できる突起部

こどもに人気の黄色いフレーム
（ポリアセタール樹脂）

タッピングねじ
（ステンレス鋼）

小児歯科専門医、牧口哲英先生考案

小児歯科の安全、治療時間短縮を実現できる開閉式

小児用ラバーダムフレーム
商品名
小児用 ラバーダムフレーム

標準価格　4,500円 /個 （税別）

商品名　ドライデント

頰粘膜用 L 
標準価格 1,450円（税別）/50枚入 (@29円 /枚 )
頰粘膜用S 
標準価格 1,450円（税別）/50枚入 (@29円 /枚 )
舌下用 L 
標準価格 2,500円（税別）/40枚入 (@62.5円/枚)
舌下用S 
標準価格 2,500円（税別）/50枚入 (@50円 /枚 )

医療機器届出番号13B1X00133000064

医療機器届出番号13B1X00133000028

#3
エッジ部分は
患者さんが心地よい
柔らか素材

#4
吸収した湿気や唾液を
保持して変形しない

舌側から差し込む
頬側からも可能

プレパレーション時に
隣接歯と歯肉の保護が可能

曲げられるマトリックス

#1
顎下腺に直接触れる
ことでより多くの
唾液を吸収

#2
湿気や唾液を吸収し
理想的な乾燥状態を保てる

■ 頬粘膜用
#1
舌下の湿気や唾液を
しっかり吸収

#2
短時間で湿気や唾液を
吸収し治療しやすい
乾燥状態となる

#3
嘔吐反射が出にくく
患者さんに
やさしいデザイン

#4
排唾管が必要な時に
クッションとなり
患者さんが心地よい

■ 舌下用ドライデント

フェンダーメイト

ネオングリーン

ネオンイエロー

厚さ=0.10mm

厚さ =0.08mm

ロング

ショート

商品名　フェンダーメイト

プライム　アソート 
標準価格　6,480円（税別） ＠180円
（プライムロング、プライムショート 各 18個） 計 36個入

プライム　単品各１箱　
標準価格　3,600円（税別） ＠200円
プライムロング（ネオングリーン） 18個入り
プライムショート（ネオンイエロー） 18個入り

小児用に早く簡単で安全な
隣接歯保護と修復をサポート

唾液などを吸収して
治療の効率化と患者さんの
心地よさを提供する
ドライデント

医療機器届出番号 09Ｂ2Ｘ00010000349

製造販売元：株式会社シオダ

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで
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歯科医療従事者の私たちはどちらかというとプロフェッショナルケ

アに目を向けがちですが、治療の成否の鍵となるのは患者さんが毎

日行うセルフケアであると言っても過言ではありません。

今回は当院で行っているインプラント患者さんのセルフケアに

TePe シリーズを活用し、インプラント周囲粘膜炎及びインプラン

ト周囲炎を予防するための口腔衛生指導について紹介します。

インプラント治療では歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士の緊密な

連携が不可欠となります。

当グループでは三者で定期的な勉強会やディスカッションを行っ

て、各セクションが多くの知識を共有し合えることを大切にしてい

ます。

インプラント周囲炎の予防は特にチームアプローチが重要とされて

います。

インプラント周囲炎発症にはいくつかの要因がありますが、歯肉炎

が歯周病の前病変であるようにインプラント周囲粘膜炎がインプラ

ント周囲炎の前病変であることは一般的にも知られています。

しかし、必ずしもインプラント周囲粘膜炎がインプラント周囲炎に

進行はしません。インプラント周囲粘膜炎が歯肉炎と同様に可逆性

であると示す証拠もあります。ですから、私たちはインプラント表

面のバイオフィルムを除去することがインプラント周囲粘膜炎の改

善において優先すべき治療法と考えます。

インプラント周囲粘膜炎を予防できるように、セルフケアの重要性は

もちろんインプラントの利点・欠点を再度患者教育させていただき、

良好な状態で長期にわたり維持させていく為のモチベーションを図

るようにケアグッズを紹介しセルフケアプランの立案をしています。

プロビジョナルレストレーション装着時は担当 DH による清掃性

のチェックと清掃指導を行います。

インプラント埋入ポジションによってサブジンジバルカントゥアや

補綴デザインは複雑な形態となります。全ての患者さんが解剖学的・

構造学的に理想的なセルフケアが行える環境下ではありません。

（図①）

DentalHyginist

Dentist

DentalTechnician

インプラント埋入深度と近遠心的な埋入位置

図① 埋入位置によるサブジンジバルカントゥアの違い

① 埋入深度も歯肉の
厚みも十分な場合

（理想的な埋入位置）

② 埋入深度が浅く歯肉
の厚みが十分でない場合

③ 埋入位置が近心また
は遠心寄りで歯肉の厚み
が十分でない場合

参考文献　月刊デンタルハイジーン別冊
歯科衛生士のための臨床インプラント講座 天然歯との違いを理解する・考える・伝える
山口　幸子著

私の勤務する有心会クリア歯科グループは全国に10医院と2つの技工
所を構える歯科グループです。
う蝕、歯周病の保険診療はもちろん、インプラント・矯正・審美歯科と
全てに包括した治療を行っています。

インプラント周囲炎を予防するために
TePe シリーズで取り組んでいること

ー導入編ー

歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士の三者で、
歯間ブラシで清掃可能かどうかカンファレンスを行う

TePe スプリーム
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医療法人社団　有心会
クリア歯科 大阪院

（大阪府大阪市）

歯科衛生士　馬渡　恭子

歯周病患者におけるインプラント上部構造は歯冠長が長くなり、

またオーバーカントゥアになることが多いためインプラント周囲

溝までしっかり届きプラークを除去しやすいテーパー毛を選択し

ています。

また角化粘膜が少ないため天然歯と比較してインプラント周囲粘

膜は歯肉の損傷を起こしやすいため軟毛の歯ブラシを選択してい

ます。（写真②）

TePe スプリームは長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛

の２層構造になっており、長い毛先がインプラント歯肉溝まで到達

しやすく短い毛先は歯肉に優しく当たるように加工が施されていま

すのでソフトにフィットしてくれます。優しいだけでなく毛密度の

高さがしっかりとした磨き心地を与えてくれるため、歯ブラシ圧や

ストローク圧のコントロールも指導しやすいように思います。

（写真③）

プロビジョナルレストレーションから最終上部構造の作製に入るま

でに、適切なプラークコントロールができているか、患者さん自身

のブラッシングスキルや補綴デザインの修正が必要ないかを、三者

のチームワークを活かして、私たち歯科衛生士が情報収集した内容

を歯科医師と歯科技工士に報告するようにしています。

歯間部の鼓形空隙は食渣やプラークの停滞を助長せず且つ患者さん

自身が清掃可能な形態や大きさであるか、TePe エクストラソフト

歯間ブラシを用いて確認するようにしています。エクストラソフト

歯間ブラシは通常の歯間ブラシよりもブラシが柔らかく歯肉の損傷

や退縮、疼痛を防いでくれます。またプラスティックコーティング

されたワイヤーはインプラント補綴物やアバットメントを傷つけに

くいため、インプラント患者さんへも推奨しています。

（写真④）

インプラントもメインテナンス時代到来の現在、長期的に良好な予

後をもたらすためにはセルフケアの状態が大きく関与しています。

私たち歯科衛生士がメインテナンスにおいて果たすべき役割を考え

ると、患者さんがご自身でプラークコントロールを行い易い清掃器

具を提案し、またその使用方法を身に付けて頂くよう指導すること

が大きな役割のひとつであるといえます。

写真②

歯周病患者におけるインプラント上
部構造は骨欠損が多いため歯冠長が
長く、角化粘膜が少ないため清掃が
困難である。

写真③

プロビジョナルレストレーションが装着されてから、適切なプラークコン
トロールが行えているかはもちろん、咬合・咀嚼・発音・審美面・頬粘膜
や舌などを咬まないか情報収集を行う。

テペスプリームはテーパー毛とラウンド毛の２段植毛になっておりインプラン
ト歯肉溝に届きやすく角化歯肉が少ない薄い歯肉にも優しくフィットする。

写真④

プロビジョナルレストレーション装着時の清掃性のチェックと清掃指導

アバットメントが露出している複雑
な上部構造形態において歯間ブラシ
を指導する際は、プラスティックコー
ティングされたテペエクストラソフ
ト歯間ブラシを使用しワイヤーによ
るアバットメントへの損傷を防ぐ。

ポンティック基底部へも歯肉損傷や
歯肉退縮を生じさせないように清掃
ができる毛先の軟らかさ。

TePe エクストラソフト歯間ブラシ
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東京医科歯科大学インプラント外来
（東京都文京区） 

歯科医師　藤井　政樹

インプラントのプラークコントロール

そしてその補助としてインプラントケア

の併用を推奨しております。当初は上下

顎前歯部の舌側、口蓋側も２列ブラシを

用いて指導していましたが、同部位は上

部構造の豊隆部や切縁に歯ブラシの柄や

毛束が干渉する傾向があり、清掃困難で

した。インプラントケアは歯ブラシの柄

が湾曲しており上部構造の豊隆や切縁に

干渉されにくい傾向があります。一見す

ると複雑に見えますが、軸に対するブラ

シの毛先の位置が工夫されているため、

歯面に押し付けるだけで毛先が垂直に当

たる構造となっており、手や腕が楽で高

齢者にとっても使いやすいようです。

頬側はインプラント・矯正ブラシ（２列

ブラシ）（写真 1）、前歯部領域の舌側口

蓋側・最後方のインプラントの遠心はイ

ンプラントケア（写真 2）、近遠心は歯間

ブラシ（写真 3）を用いると、非常に効

率的な清掃が行えると思います。

歯間ブラシはワイヤーがプラスティック

コーティングされているインプラント用

のものを推奨しております。テペの歯間

ブラシはストレート形状のものをカーブ

をつけて使うように設計されており、ブ

ラシ尖端の位置をイメージしやすく、口

腔内の立体空間の把握が苦手な患者さん

には特によい効果を得ています。

１. インプラント周囲炎の増加
インプラント治療の普及とともに、当外

来においてもインプラント周囲の炎症症

状を主訴とする初診患者は増加しており

ます。一般に歯周病の既往とインプラン

ト周囲炎の発症には関連がありますが、

天然歯には炎症が認められないにも関わ

らず、インプラント部位だけ炎症を発症

している例も認められます。そのため、

インプラントに対するプラークコント

ロールは天然歯と同等以上に注目する必

要があると考えられます。

２. 歯ブラシに興味を持ったきっかけ
インプラント周囲炎の患者を多く担当し、

ブラッシング指導を行うようになり、歯

ブラシについて考えるようになりました。

インプラントのプラットホームは本来存

在する天然歯より直径が小さいことに加

え、その位置も既存骨量、歯肉形態、歯

列弓形状、そして対合歯との対向関係等

に制約を受けます。そのため上部構造は

クラウンカントゥアが強くなる傾向があ

り、清掃しにくい部位が生じやすいです。

できるだけ清掃しやすい補綴物の設計を

心がけていますが、そのためには歯ブラ

シの特性や患者視点での使い勝手などを

理解する必要性を感じました。

３.TePe インプラント・矯正用
ブラシとインプラントケア
毛束の多いブラシはインプラント上部構

造の豊隆部にブラシの毛先が干渉し、プ

ラットホーム部にブラシが当たりにくい

傾向を感じます。毛束が少ない方が到達

性が良好なため、インプラント・矯正ブ

ラシ（２列ブラシ）を推奨する例が多い

です。

 （写真 1）

 （写真 2）

インプラント周囲炎対策は治療から予防

へとシフトすべきと考えております。

当外来における経験が、患者にとって使

いやすく効率的な清掃器具を選択する一

助となりますと幸いです。

 （写真３）

インプラント・矯正ブラシを使用

インプラントケアを使用

Column
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Column

細田歯科医院
（東京都葛飾区） 

副院長　中原　維浩

脳科学マーケティングの手法を用いた 
TePe ブランド物販促進術

TePe と私の出会い 
卒後約 5 年勤務した医院では TePe しか

歯ブラシの取り扱いがなく、最初はこん

なにヘッドの大きな歯ブラシが日本人の

口にあうのかと思っていましたが、自分

で実際に TePe 歯ブラシで 歯を磨いた時

の磨き心地が初体験の感覚で、歯面のツ

ルツル感が爽快で気持ち良いと思いまし

た。また、歯ブラシだけでなく、歯間ブ

ラシの種類の豊富さ、デザインなどに惹

かれ、その後アングルタイプの歯間ブラ

シが出て多くの患者さんにも受け入れら

れるようになりました。 

また特徴的なデザインのタフトブラシ（コ

ンパクトタフト）も TBI にすごく役立ち

ました。スウェーデン歯科衛生士会会長

イボンヌ・ニブロム氏、TePe 社の担当者

からの講義を直接受けられたのも、長く

TePe を使い続けている要因の一つです。 

脳科学マーケティングとの出会

いと活用方法
さて、「ニューロマーケティング」という

言葉は聞いたことがありますか？

脳科学（ニューロ）マーケティングとは、

fMRI を利用し脳の活動の働きを神経科学

的に分析して、 その知識を活用してマー

ケティングと商品の両方を改善し、消費

者に購買行動を起こさせるポイントを学

ぶことです。現在の日本は巨大オーラル

ケア市場を抱え、伸び盛りの分野の一つ

として注目されています。

2015 年度のとある調査では、歯ブラシ

販売金額はドラッグストアなどの一般市

場が約 510 億円に対し、歯科医院では

135 億円と、一般市場の 26% しか売れ

ていません。

本来ならば、「予防歯科」が少しずつ根付

いてきたので、もっとセルフケアを推進

し、各患者さんに合わせたオーダーメイ

ドの口腔ケアグッズを処方できる強みを

生かし歯科医院で口腔ケアグッズを買っ

てほしいものです。

当院では、このニューロマーケティング

を様々なところに活用し、物販に活かし

ています。

例えば、値段の表記はあえて「キリのい

い数字」を避けて、見やすく「324 円」

のように表記します。「￥324」ではない

のがポイントです。

また、物販棚も買いたくなるディスプレ

イになるよう、様々な工夫をしてます。

まずは商品はどんどん手に取らせるよう

にします。洗口コーナーにはサンプルを

置いて気軽に使えるようにしています。

また、様々なセット販売などを用意した

り、実際に使用してもらった患者さんの

コメントをいただいて、紹介するように

してます。

さらに、チェアサイドでも、実際に TBI

の時にオススメ商品を使い、まずはサン

プルを差し上げています。気に入ってい

ただいた場合は、院内にある口腔ケア商

品用処方せんに書いてあるので、患者さ

んが「前のアレ」とか、「この前もらった

（買った）アレがほしい」などを言ってき

た場合も、受付ですぐに対応できるので、

常連の方々は毎月診察がなくても買って

行くことができます。

特にクロスフィールド（株）で取り扱いの

「テペ歯間ブラシ・チェックシート」は私

が勤務医時代に原案を出して製作に携っ

た非常に優れものです。

ここに書いたのは、ごく一部ですが、こ

のニューロマーケティングの手法を使っ

て物販売上げが上がると、スタッフに還

元します。そして業者さんも売上高アッ

プで喜びます。そして何より自分にあっ

た口腔ケアグッズを使ってくださる患者

さんが幸せになります。win-win-win の

関係が生まれます。

今後も、さらにこの分野の研究は進んで

いくと思います。私も全国各地のセミナー

などでこのような講演をしています。

ご興味のある方は是非お問い合わせくだ

さい。

表 裏

テペ歯間ブラシ・チェックシート

TePe IDB Check Sheet
オリジナル歯間ブラシ・エクストラソフト歯間ブラシ・アングル歯間ブラシに共通で使えます。

■	テペ歯間ブラシ・チェックシート
	 200枚/包 A5 サイズ（H 21 × W 14.8cm）

（No.            　　　  ）

オリジナル歯間ブラシ

4S □
SSS □
SS □
S □
M □
L □
LL □
LLL □
4L □

エクストラソフト歯間ブラシ

SSS □
SS □
S □
M □
L □
LL □

アングル歯間ブラシ

4S □
SSS □
SS □
S □
M □
L □

11 22
33

4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

1 2 3

4
5
6
7

8

123

4
5
6
7

8

様　歯間ブラシチェックシート

*このチェックシートは医療機関での表記に基づいていますので、
左右が逆になっています。

使用例（上顎）

11 22
33

4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

右 左

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

販売元：クロスフィールド株式会社

Made in Sweden,
used world wide

スウェーデン歯科衛生士会は
テペ製品を推奨しています

爪楊枝　　テペ歯間ブラシ    フロス

交換の目安
①が新品　②が交換時期

①        ②

年　　　　月　　　　日

担 当  　　　　　　　　

使用中のテペ歯間ブラシは、
「洗面台用マイクロスタンド」で
清潔に保管しましょう

歯間にあったサイズを使いましょう
無理やり歯と歯の間に入れないよう
にしてください

円柱形の歯間ブラシで歯間を
全体的にクリーニングできます

*当社比

当医院のカラフルで目をひくディスプレイ
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

テペ
テペの歯ブラシは、独特の台形状ブラシヘッドと、自然に最良のグリップを

得られるハンドルによって効果的なブラッシングができます。

また、毛先にはラウンド加工が施されており、快適なブラッシングを可能にします。

予防歯科の先進国スウェーデンから

■ テペのブラシヘッドは臼歯
部に届きやすいように先端
が細くなった台形状にデザ
インされています

テペ・歯ブラシの特徴 スプリーム歯ブラシの特徴

■ 2 層構造のブラシ先端部 ■ 45°の角度で歯頸部に
160-200g の圧であてるの
が効果的です

■ テペ独自の特殊製法により、
歯と歯肉に優しいラウンド
加工が施されています

スウェーデンの薬局で購入されている歯ブラシの 77.1％はテペ製品です
Nielsen, pharmacy total, MAT TY(toothbrushes), 2015

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。

色はアソートになります

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。

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。

	 	
■	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

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。

	 	
■	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	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

色はアソートになります

先端のチップで
最後臼歯遠心に当てやすい矯正患者さんにも

■	ノバ	ミディアム	 20本/箱
■	ノバ	ソフト	 20本/箱
■	ノバ	エクストラソフト	 20本/箱

角度がついた先端のフィラメントが特徴的なノバ歯ブラシは、最後臼歯遠心や小
窩裂溝、または養生部などへのアクセスに優れています。スプリームと同じ、滑
りにくいハンドルが特徴です。

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
色はアソートになります

3 〜 3.5mm

■	セレクト	ソフト	ブリスターパック	 12本/箱
■	セレクト	エクストラソフト	ブリスターパック	 12本/箱

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

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

■	セレクトコンパクト	ソフト	ブリスターパック	 2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	 12本/箱

■	スプリーム	 20本/箱
■	スプリーム	ブリスターパック	 12本/箱
■	スプリーム	80本入り	 80本/箱

ブリスターパックが仲間入り！

ブリスターパックが仲間入り！
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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。

Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

*オリジナル歯間ブラシ　ピンク、オレンジ、レッド、ブルーはネック部分がよりフレキシブルになったG2タイプ。

ISO ブラシサイズ 0 1 2 3 4 5 6 7 7

日本サイズ 4S SSS SS S M L LL LLL 4L

ワイヤーサイズ 0.4mm 0.45mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 1.1mm 1.3mm 1.5mm

  オ
リジ
ナル

歯間
ブラ
シ
*

  エ
クス
トラ

 ソ
フト

歯間
ブラ
シ

  ア
ング
ル

歯間
ブラ
シ

 ピンク オレンジ レッド ブルー イエロー グリーン パープル グレー ブラック

 ピンク オレンジ レッド ブルー イエロー グリーン

パステル
オレンジ

パステル
レッド

パステル
ブルー

パステル
イエロー

パステル
グリーン

パステル
パープル

キャップはハンドルとして使用可能

交換の目安

① が新品

② が交換時期
①　　   ②爪楊枝 フロステペ歯間ブラシ

※当社比

スウェーデンの薬局で購入されている歯間ブラシの 82.3％はテペ製品です
Nielsen, pharmacy total, MAT TY(interdental brushes), 2015

■ 円柱形のブラシは歯間を広げにくく、口蓋側・
舌側もクリーニングできます。

マルメ大学との提携で人間工学に基づいて作られた持ちやすいハンドル。

全部で 3 種類、幅広いサイズからお選びいただけます。

■ メタルワイヤーはプラスティックコーティング
されているので歯や歯肉にやさしいです。

■ 歯間ブラシで、歯間を全体的にクリーニングできます

オリジナル歯間ブラシ、エクストラソフト歯間ブラシ、アングル歯間ブラシ の特徴

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

■	アソートパック	 10パック/箱
	 1パック各サイズ8本（ブラックを除く）+キャップ1本入り　

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

■	単品パック（キャップ付き）150本入り	 150本/箱

メタル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。

色はアソートになります 色はアソートになります

■	インプラントケア							12本/箱

独特な角度のネック部により、インプラントまたはブリッジなど大き目の補綴物
への口蓋側・舌側からのアクセスに優れています。また、舌側矯正装置周辺のク
リーニングにも適しています。

通常のブラシでは届きにくい、インプラントの口蓋側・舌側
へのアクセスが容易です

舌側矯正装置の周りに細いヘッドと長いブラシが、
矯正装置周辺を清潔に保ちます

2 列のブラシインプラントの頬側・
唇側のクリーニングに

■	インプラント・矯正ブラシ	 25本/箱

インプラント・矯正ブラシ  
Implant /Orthodontic Brush
長く、細いネックと 2 列のブラシで、インプラントの頬側・唇側からの歯頸部
へのアクセス、また矯正装置の周りのクリーニングに適しています。

■	スペシャルケア（レッド）	 25本/箱

■	スペシャルケアコンパクト（ブルー）	 25本/箱

■	8本入りパック	 10パック/箱
	 1パック単サイズ8本+キャップ1本入り

■	アソートパック	 10パック/箱
	 1パック8本入り構成内容
	 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	+	キャップ1本入り

■	25本入りパック	 1パック単サイズキャップ付25本入り

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。
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池袋同仁歯科クリニック
( 東京都豊島区 )

 院長　河合　良治

スウェーデンで使用されているトレーシステム

日本で【スウェーデン】と聞くと予防歯科

を始め医療が進んでいるイメージがあるの

ではないでしょうか。私もその一人でした。

私のクリニックでは予防歯科のシステムを

導入していますので、スウェーデンの歯科

事情はとても興味深かったです。

ただ、どうでしょう。歯科医師がクリニッ

クを１週間クローズして、予防歯科を勉

強しにいくというのは。インプラント研

修なら行く先生も多いでしょうが、予防

歯科で１週間クローズ。正直なかなか費

用対効果が見えずに迷いました。しかし、

うちのクリニックにさらに磨きをかけ、

バージョンアップする、必要な投資では

ないかとスタッフに相談したところ、み

んなが賛成してくれたので、思いきって

行くことにしました。根本的にスウェー

デンと日本では歯科治療に対する考えが

国の保険制度からみてもかなり違うわけ

ですが、そういう大概的なことはさてお

き、病院・クリニックレベルの運営、仕

組みに学びがありました。日本人とス

ウェーデン人の技術や能力の差があると

いうわけではなく、仕組みが整っている

ということです。環境を整え、仕事に集

中できるよう細部にわたってシステム化

されています。力を注ぐべきところに力

を注げるように、要らないところにはと

にかく労力をかけない、という思想があ

るように感じました。

休憩時間はしっかりみんなでティー・ブ

レイクを楽しみ、仕事はまた気持ちを切

り替え集中 。なぜこうできるのか色々見

ると環境要因も大きいと感じました。物

の場所は決まっており、ゴチャゴチャし

ていないで整然としています。スタッフ

の動きもシンプル。患者の来院誘導に合

わせて、無駄なく診療が進みます。よく

見てみると器具の片付け・準備がかなり

無駄なく行われていました。最近日本で

も診療器具洗浄用にウォッシャーディス

インフェクターの導入をチラホラ見かけ

るようになりましたが、スウェーデンで

は、どのクリニックにも当たり前に常備

されていました。ウォッシャーディスイ

ンフェクターが無いクリニックは無いと

いうことです。そしてウォッシャーで洗

うもの全てが、カセット式で治療セット

が組んでありました。当クリニックにも

ウォッシャーは導入済みですが、このよ

うなカセットをいろいろ探したのですが、

見つからず諦めていました。今回このツー

ルを見た瞬間に同行されたクロスフィー

ルド（株）の方にその場で手に入れたいと

お願いをしました（笑）。

通常診療で使用した器具は、

洗浄滅菌 → セットを組む　　

という工程があるわけですが、このうち

の洗浄後にセットを組む分別作業は何も

産み出さない作業です。

アルバイトの方々にお願いすることも多

いと思いますが、するとかえって間違っ

て組まれたりすることがあるわけです。

診療内容ごとに診療器具一式をカセット

で組めば、

使用する → その場でカセットに戻す → 

洗浄滅菌 → 保管する

となって、先程のバラバラから探して組

むという工程が無くなるわけです。よく

よく考えてみると 1 日のうちのその作業

時間は最低１時間はあるでしょう。この

時間を削るためにカセットを帰国後即導

入してみました。ただし、スタッフはい

きなりシステムが変わるのを嫌うので、

テスト的に少量からです。

当初は、一度にたくさんウォッシャーで洗

浄できない等、予想どおり反対意見も出ま

したが、しばらく使うと残りの基本セット

用にも買ってほしいと要望が入りました。

スウェーデン研修で学んだ、院内のシステム作り。

今後は他の治療にもカセット式を導入し

ていき、より診療という力を注ぐべき所

に集中できる環境作りに取り組んでいき

たいと思います。

スウェーデンの歯科医院のチェーアサイドテーブル

トレーを重ねて置ける

滅菌

Column
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第10回

予防歯科先進国スウェーデンを体感

訪問都市　マルメ / ストックホルム

スウェーデン歯科研修　2017
2017年 11月予定

スウェーデンの多くの
スーパーで子どもは無料
でフルーツがもらえます

北欧最大のデンタルショー Swedental 参加も楽しみの一つ！

2016 年ご参加の皆さまと TePe 社の大臼歯オブジェと記念撮影

ようこそ

Products Information

Training tour Information

プラクティパル トレー

”より確実な感染予防と、効率のよい診療のために・・・”

滅菌

トレーカバーを色分けする
事により、用途別に識別可能

保管・管理

洗浄・消毒
トレーの編み目が大きいので
ウォッシャーディスインフェ
クター使用時に十分な洗浄効
果が見込める

準備・片付け
トレーカバーがあるため、
インスツルメントを落とす事無く、
廃棄物を処理できる

プラクティパル トレー ラインナップ
商品名	
プラクティパル トレー

●	プラクティパルトレーセット	ピンク
●	プラクティパルトレーセット	ブルー
●	プラクティパルトレーセット	グレー
標準価格　6,800円（税別）
プラクティパルトレー１個入
トレーカバー１個入 / 連結クリップ 2 個入

W181 × L140 × H36mm
9 本のインスツルメントが収納可能

●	プラクティパルトレーミニセット	イエロー
標準価格　5,500円（税別）
プラクティパルトレーミニ１個入
トレーカバー１個入

商品名	
プラクティパルトレーミニ
W181 × L79 × H36mm
5 本のインスツルメントが収納可能

Design By DentistsTM

Hej（こんにちは）!　

2016 年 11 月、第 9 回スウェーデン歯科研修を開催し、スウェーデンの大学やク
リニック、TePe 社、そしてデンタルショー等を見学してまいりました。色々と新た
な気づきがありましたが、個人的に印象に残ったことは、スウェーデンの歯科従事者
がいかに患者さんとの信頼関係構築に重きを置いているのか・自身の医療人としての
資格に誇りを持っているのか・そしてクリニック内でのチームの連携を大事にして
いるのか（この 3 点が治療成功の秘訣だそうです！）…ということです。
そして！休憩で立ち寄った某・有名ファーストフード店のハッピーセット（子ども用
メニュー）のサイドメニューが、小さく切ったニンジンかリンゴ…ドリンクは牛乳か
100％のリンゴジュースかオレンジジュースしか選択肢がなく、ソーダ類がない…。
そんなふうに、国の中に、国民の歯を守るための仕組みがちりばめられているように
思います。

「予防歯科先進国スウェーデンを体感　スウェーデン研修」、本年も開催いたします。
ご興味をお持ちの方は、クロスフィールド株式会社までご連絡をお待ちしております。

クロスフィールド（株）　歯科衛生士　小林　亜子
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

カップタイプ

Made in SwedenProphyCare®

By DIRECTA

プロフィーペースト Pro

スケーリング後の一次、二次研磨
汚れ除去・つや出し

■ 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

小さい粒子（パープル）
SEM画像（観察倍率:1000倍/パープル）

大きい粒子（ブルー）
SEM画像（観察倍率:1000倍/ブルー）

シリカ製の粒子は尖ってなく丸いので歯面を傷つけにくい。
また、大（ブルー）、小（パープル）2種類の粒子が短時間で効率良く研磨

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

商品名　プロフィーペースト Pro
　 

 チューブタイプ　60ml 
各1本 

パープル 標準価格　4,600円（税別）
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 標準価格　3,600円（税別）
アソート4本
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 標準価格　14,000円（税別）

単回使用 ２ｇ カップタイプ　144個/箱
各1箱 

パープル 標準価格　18,000円（税別）
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 標準価格　14,000円（税別）
 ＊アソート4色の販売はありません

医療機器届出番号 13B1X00133000027

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 perfect 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)が新たに追加

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
評価研究され開発されています。

記事提供 : スウェーデン デンタルセンター（東京都千代田区）歯科衛生士　加藤　典
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

ブルー グリーン レッド イエロー パープル
（RDA 250) （RDA 170) （RDA 120) （RDA 40) （RDA 197-50)   

強固な着色除去 ● 
しつこいステイン除去
（例：コーヒー、お茶、タバコのヤニ） ● ●

スケーリング後の一次研磨や汚れ除去   ●

着色除去   ●

スケーリング後の二次研磨    ●

軽度の着色除去    ●

充填物の研磨    ●

最終研磨 /つや出し     ●

小児    ●

インプラント    ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

プロフィーコントラハンドピース

クロスプロ　CrossPro

ギア比　5：1（1/5減速）

商品名　プロフィーカップ Pro（ラバーカップ）

 スクリュータイプ 標準価格　9,800円（税別）
144個/箱 ＠68円

ラッチタイプ 標準価格　9,800円（税別）
144個/箱 ＠68円

 

医療機器届出番号 13B1X00133000053

 

ラッチタイプ

＠00円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

適 用 例

凹凸部分を舌側歯面に押しあてて使用凹凸がペーストと絡んで効率よく頰側歯面を研磨している
写真提供：中村歯科（東京都品川区）院長　中村　豪介

凹凸があるため

∟

2研磨時に隣接の∟

1も研磨されている

ペーストをしっかりと保持し
飛散しにくい内部構造

堅めのエッジは
隣接面でも磨きやすく
表面の凸凹で研磨可能

広いベースは
コントラアングルへの
ペーストの飛散を軽減

スクリュータイプ

プロフィーカップPro

＊上記はご使用の目安であり、状況により使い分けてください

医療機器認証番号 20900BZZ00015A01

商品名

プロフィーコントラハンドピース クロスプロ
標準価格　51,000円（税別）
入力側最高回転速度：40,000min-1(rpm)
PMTC用　スクリュー式

クロスプロ40HZヘッド単体（ラッチ式）
標準価格　27,000円（税別）
ラッチタイプのブラシやカップを使用する時に簡単に交換できます
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MI パンチ
販売名：MI パンチ
医療機器認証番号：226ABBZX00075000

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）

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

加來デンタルオフィス
（大分県大分市）

 院長　加來　慶久

『MI パンチ』の開発経緯、製品コンセプト、
使用方法に関して
セレクタブルな歯科用パンチ

１．開発に至った経緯、背景
現在でも、インプラント治療、特にイン
プラント埋入のための骨外科処置におい
ては切開、フラップの挙上、縫合が基本
である。 “大きく開けて明視野”にするこ
とによりインプラントサイトの骨増生お
よび骨整形、そして隣在歯など周囲の硬・
軟組織を外科的に改善することができる。
しかしながらインプラント治療は多様化
しており、周囲の骨膜を剥離しないフラッ
プレスサージャリーの適応症も存在する。
例えば十分な骨量、問題のない骨質、豊
富な角化歯肉と適切な口腔前庭の深さな
どインプラントサイトおよび周囲に問題
がない際がそうである。この様なケース
では従来はメスを用いた H 型の小さな切
開を行ったり、元々は皮膚の生検に用い
た医科用軟組織パンチを口腔内に用いた
りしていた。ところがパンチのφが大き
すぎたり小さすぎたり、また持ち手が長
かったり持ちづらかったりなど操作性に
大きな問題があった。そこでこのたび、
口腔内全部位で、現在のインプラント治
療を快適に行うための歯科専用のパンチ
を開発するにいたった。

２．製品コンセプト
前述のように医科用のパンチを代用する
のではなく、歯科領域で要求される条件
を満たす使いやすいもの、そして前歯用
としてφ2.5㎜、3.5㎜、4.0㎜、4.5㎜、
臼歯用としてφ3.5㎜、4.0㎜、4.5㎜、5.5
㎜とラインナップをそろえることで最適

なパンチを選択できる、つまりセレクタ
ブルであることをコンセプトとしている。

３．使用方法　
パンチ使用の一例を症例写真で説明したい。
症例は当院で 10 年前に咬合再構成を行っ
たが、右下７失活歯が歯根破折にて抜歯と
なり、抜歯時にリッジプリザベーションを
行っている。その効果もあり、写真１のよ
うにインプラントサイトの硬・軟組織の状
態は良好に仕上がっている。十分な角化歯
肉量で、口腔前庭の深さも問題はない。さ
らに右下６には PFM が装着されており、
不要な外科的侵襲に伴う歯肉退縮を生じな
い配慮が必要であった。そのため、MI パ
ンチを用いたインプラント埋入を行った。
φ 4.8㎜のフィクスチャーに対して臼歯用
φ 4.0㎜パンチを選択した。ラインナップ
が豊富なため最適なパンチを選択すること
ができる。また、MI パンチのノブ上面に
は小孔が設けられており、例えば練性充填
器の球部、歯科用鑷子の先端など我々が日
常歯科臨床で用いている多くのインスツル
メントが適合するため写真 2のようにそ
れを利用した安定したパンチの回転が可能
である。また、ノブも前歯と臼歯とで使い
やすい長さと直径にしており確実なパンチ
ングの助けとなっている。そのため計画通
りの理想的な位置にインプラント埋入を行
うことができた（写真３）。

この MI パンチはインプラント埋入時のみ
でなく､ アバットメント連結時、またソ

写真 1

写真 2

写真 3

ケットシールのドナー採取や GBR 用コ
ラーゲンメンブレンのパンチングにも利
用でき、われわれの歯科臨床をより素晴
らしいものにしてくれるものであると信
じている。多くのシチュエーションで使
える MI パンチ、是非、皆様の臨床に活か
していただければと思います。

Products Information
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Column

手動式トルクドライバー、トルクコントロール

日本大学松戸歯学部
顎顔面外科学講座

専任講師　伊藤　耕

『Simple is the best !』
口腔外科手術を伴う歯科治療における
トルクコントロールの活用

近年、歯科矯正治療において、骨に直

接的な固定源を用いる方法が一般的に

用いられるようになりました。それら

は Temporary Anchorage Devices ; 

TADs と呼ばれ、ピンタイプのものは

顎変形症治療の術前矯正にも保険適応

となっています。口蓋にピンタイプの

TADs を埋入する際には、通常のドライ

バーを用いると、骨に TADs を斜めに埋

入することになり好ましくありません（写

真１）。よって、専用の電動器械や、歯科

インプラント用の電動器械を用いて埋入

しますが、手術器械のセットアップが必

要になります。

私は口腔外科医として、骨折や顎変形症

の手術に携わる機会が比較的多いのです

が、様々な手術器械を使用した経験から、

手術器械はSimple	is	the	best	!	と考え

ています。トルクコントロールは、ISO

チャックにドライバーアタッチメントを

つけるだけというシンプルな設計に加え

て、手用であるため、面倒な電源確保の

必要がありません。電子制御ゆえに起こ

りうる故障等の心配も少ないと思われま

す。また、トルクコントロールは、オー

トクレーブ滅菌が可能ですので、清潔域

の手術でも安心して使用できます。私

は、デンタルインプラント（写真２）と、

TADs の両者にトルクコントロールを使

用した経験があります。トルクコントロー

ルを手にする前には、電動のインプラン

ターを使用していましたが、埋入時の微

妙な深さ調節の際には、手用のドライバー

に替えて調節をしていました。いつも考

えていたことは、「もっと単純に、簡単確

実にできないか？」ということでした。

トルクコントロールを用いた埋入時の感

覚は、通常のドライバーに近く、ネジが

骨に進入する時のトルクをダイレクトに

感じることができるため、安心感があり

ます。埋入トルクの調整もドライバーの

ダイヤルを設定するのみと単純です。ト

ルク調整ダイヤルは 10N 〜 35N と幅広

く、ほとんどのインプラントに対応でき

ます。メインテナンスは通常のタービン

オイルを注入するのみと簡単です。

ト ル ク コ ン ト ロ ー ル は Simple is the 

best ! を実感できる器械です。

写真１　通常のドライバーを用いて口蓋にアプ
ローチした場合骨に対して TADs（スクリュー）
が斜めに埋入される。

写真４　局所麻酔後　ユニット付属
のコントラアングルにてプレドリル

写真５　トルクコントロールを用いて TADs 埋入
骨に対して垂直に埋入でき、アクセスも容易である。

写真６　TADs 埋入後

写真２　１２部にデンタルインプラントの埋入時 写真３　口蓋に TADs 埋入　術前写真
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

患者様と
医院様のための
便利アイテム

商品名　プレデターターボ
Special PR-3T、PR-DX 
標準価格　各8,000円（税別）/10本入
PR-1T、PR-2T、PR-557T、PR-1557T
PR-330T、PR-245T
標準価格　各4,300円（税別）/10本入

Prima Dental社の高品質バーシリーズ

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

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

　　品　番 PR-2T PR-1557T PR-1T PR-330T PR-245T PR-557T

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

作業部長（ mm ） 4.0 3.9 1.9 2.0 2.7 3.7

金属除去用カーバイドバー

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

高密度に切削製造
されたバーは回転
軸、刃部の正確さ
で振動を減少

プレデターターボPR 2T
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プレデターターボ
医療機器届出番号 13B1X00133000005

ASPIJECT®SIS

用途
浸潤麻酔 /伝達麻酔
＊オートクレーブ対応（135℃）

＊商品に薬液カートリッジ、
ニードルは含まれません

バレルが滅菌できるので、
滅菌下での注射筒の使用が可能

    Instruments for 
Injection

バレル（オートクレーブ対応135℃）

商品名
アスピジェクト /シス
バレル1個付属	 標準価格　18,000円（税別）

別売：アスピジェクトバレル　
3個入り	 標準価格　		2,500円（税別）

アスピジェクト / シス
医療機器届出番号：13B1X00133000038

商品名	　マルチクリーナー

マルチクリーナー

Design By DentistTM

ラクスエーター・プラス

力に頼らない、無理のない抜歯ができる
商品名	 ラクスエーター・プラス	 標準価格（税別）
K4（スタンダード4本）		 41,000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
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
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、S3CA			 12,000円 /本
単品　1S、DE3、DE5		 13,000円 /本
単品　3Sチタン、2Sチタン、DE3チタン		 15,000円 /本
単品　DE3チタン、3Aチタン		 16,000円 /本
シャープニングツール		 2,700円 /個

医療機器届出番号 13B1X00133000007

ガッタパーチャ余剰分を切断
バイブレーター機構により
電熱時の通電を確認

GP トリマー
医療機器届出番号 13B1X00133000008

商品名　GPトリマー
標準価格　32,000円（税別）
セット内容
本体1本 /ハンドピースホルダー1個 /
ヒートカッティングチップ4種（各形状1個入り）

GP Trimmer

歯科用練成充形成器
ガッタパーチャカッター

ホワイトマジックボーンスクレイパー

刃部 骨が逃げにくい
骨保存部

商品名 ボーンスクレイパー     
 標準価格 23,000円／本（税別）

ボーンスクレイパー

オートクレーブ対応（135℃）

先端拡大図

フレキシブル ペリオトーム

曲がる、しなる、だから折れにくい、そして永く使える

商品名	 フレキシブル	ペリオトーム
単品　直、曲、ルートエクストラクター
標準価格	　各16,500円 /本（税別）

医療機器届出番号 13B1X00133000054医療機器届出番号 13B1X00133000056

■	ルート	エクストラクター
*ルート	エクストラクターはしなりません

■	曲

■	直

トロール咬合紙
医療機器届出番号 13B1X00133000048

湿潤下やジルコニアでも
より精度の高い咬合診断が可能

極薄８μm
破れにくいPP素材

商品名 トロール咬合紙
単品　レッド、ブルー	

標準価格　各3,600円　100枚 /箱　＠36円（税別）

Design By DentistsTM

3 つの吸盤でしっかり固定
されるので、義歯等を流水
で洗えます
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6         7.5          9           10.5           12 

推奨参考部位（mm）

6         7.5          9           10.5           12 

推奨参考部位（mm）

オートクレーブ対応（134℃）

■ 簡単3ステップ
STEP1 STEP2 STEP3

商品名 MDガイド
MDガイド イントロキット　標準価格 120,000円（税別）
キット内容　各1個 ドリルガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)　
 ノンドリリングガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)
 サージカルボックス

MDガイド

インプラント用イニシャルドリル
Mesial Distal Guide

＜MDガイド イントロキット＞

近遠心の補綴物を想定
しながら簡単に位置を
決められます

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

File Removing System

ブルー

グリーン

イエロー

ピンク

カラー

ノーマル
レギュラー
（∅2.0mm）

レギュラー
（∅2.0mm）

ファイン
（∅1.8mm）

ファイン
（∅1.8mm）

ソフト

ソフト

ノーマル

サイズ
（ヘッド径） 柔らかさ

ボンディング液、エッチング液等の使用量を
必要最小限に抑えるアプリケーター

医療機器届出番号：13B1X00133000047

W1

W2

Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

ワムキークラウンリムーバー
医療機器届出番号 13B1X00133000032

（＠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。

MD ガイド
医療機器届出番号 13B1X00133000058

プレデタージルコニア

Z801-018F,	Z856-018F,	Z862-014F,	Z368-023F	
（Fファイン）●
Z801-018M,	Z856-018M,	Z862-014M,Z368-023M	
（Mミディアム）●	 標準価格　各7,500円（税別）/5本入

Z856-018F,		Z856-018M	 標準価格　各1,600円（税別）/1本入

商品名	プレデタージルコニア

医療機器届出番号 13B1X00133000031

ホワイトマジック
医療機器届出番号 13B1X00133Z00026医療機器届出番号：13B1X00133000041

abrasive technology

ホワイトマジックは
様々な用途に使用できます

■ 矯正用ボンディング材の除去
■ ステイン除去
■ スケーリング後の歯面スムージング
■ 余剰セメントの除去

商品名　ホワイトマジック
ホワイトマジック・イントロキット／各モデル1本ずつ、合計6本
標準価格　5,040円（税別）

商品名　フォスバイキング・ダイヤモンドバー
W1	1 本入り　標準価格　3,800円（税別）
W2	1 本入り　標準価格　3,800円（税別）

商品名　アプリケーター・ネオ（単回使用）
単品100本入り
●	ブルー（レギュラー /ノーマル）	 ●	グリーン（レギュラー /ソフト）
●	イエロー（ファイン /ノーマル）	 ●	ピンク（ファイン /ソフト）
標準価格　1,300円（税別）

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（税別）	
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

各1本　標準価格	20,000円（税別）
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	
FRS破折ファイル除去インスツルメント
マイクロ	フォーセップス	 標準価格		140,000円（税別）
フォーセップス	 標準価格	 35,000円（税別）

使用時にストレスの少ない
破折ファイル除去

フォーセップスFRS 破折ファイル除去インスツルメント

アプリケーター・ネオ　　p6

医療機器届出番号 13B1X00133000051 医療機器届出番号 13B1X00133000052

クリア！明るい！！鮮明！！！

ピュアリフレクト ミラー

フォスバイキング・ダイヤモンドバー

商品名	 ピュアリフレクト	ミラー
単品　サイズ0、サイズ2　標準価格	 各16,800円
12個 /パック	＠ 1,400円（税別）単品　

単品　サイズ4、サイズ5　標準価格	 各6,780円
12個 /パック	＠ 565円（税別）

商品名 スティックンプレイス
50本入り 標準価格 3,000円（税別）
1プレート10本×5プレート

スティックンプレイス　　p6
医療機器届出番号 13B1X00133000019

Design By DentistsTM

用	途	: ●	歯肉縁下のSRP　●	余剰の充填物、ボンディング材の除去
特	徴	: ●	細長いネックで届きにくいところにアクセスが可能　●	細かい粒子

トルクコントロール　　p20

商品名

Torq Control
トルクコントロール
手動式トルクドライバー

標準価格120,000円（税別）

一体型で 7 種類の締め付けトルク
補綴物の確実な
スクリュー固定が可能です

医療機器届出番号 13B1X00133Z00028

DIAMONDS
PREDATORⓇ   

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
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　　品　番 801 856 862 368

作業部幅（ 1/10 mm ） 018 018 014 023

作業部長（ mm ） - 9.0 7.0 5.0

マイクロ	フォーセップス

フォーセップス
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Coming Soon

NEWproducts

NEWproducts

ポリシェッテ
ディスポーザブルタイプポリッシングバー

■ 特徴
・コンポジットレジン・ハイブリッドセラミックス（レジン）用
・小回りが良く効くミニサイズ
・3ステップで確かな輝き

*実寸大
*材質 : シリコーン、炭化ケイ素（リムーバー）
 ダイヤモンド粒子（シャイナー）、酸化アルミニウム（スムーサー）
*最高回転数5,000 RPM

リムーバー

スムーサー

シャイナー

リムーバー

スムーサー

シャイナー

単品パック
■ ポイント リムーバー 30本入り （@210円 /本）
■ ポイント スムーサー  30本入り （@210円 /本）
■ ポイント シャイナー 15本入り （@420円 /本）
■ カップ リムーバー 30本入り （@210円 /本）
■ カップ スムーサー 30本入り （@210円 /本）
■ カップ シャイナ－ 15本入り （@420円 /本）
標準価格　各 6,300円 /箱（税別）

■ ■ ■  アソート（24本入り）
ポイント リムーバー 5本入り
ポイント スムーサー  5 本入り
ポイント シャイナー 2本入り
カップ リムーバー 5本入り
カップ スムーサー 5本入り
カップ シャイナ－ 2本入り

標準価格　5,800円 /箱（税別）

医療機器届出番号13B1X00133000063商品名　ポリシェッテ

ポイント

カップ

粗い

細かい

粗い

細かい

Made in 
Liechtenstein

Made in 
Russia

ハイゴフォーミック 100個入
（専用アダプター5個付き）
 標準価格 1,100円（税別）@11円 /個

内容量：35ml ／ 45g 内容量：100ml ／ 135g

PRO デリケートホワイトニング *

フレッシュミントミネラルズ

PRO デリケートホワイトニング *

スウィートミント

＊ブラッシングによる効果

商品名　ハイゴフォーミック
医療機器届出番号　13B1X00133000065

商品名　ロックス ジェル ミネラルズ 商品名 ロックス PRO デリケートW FM
 ロックス PRO デリケートW SM

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

ハイゴフォーミック

専用アダプター

(外径6.5ｍｍ、内径4mm、長さ45mm)

＊寝る前のミネラル歯みがき

患者さんの骨格や施術箇所に合わせて形が調節でき
また顎に固定できるので安定した使用が可能

■ ロシアでトップクラスのシェアを誇る人気ブランドの
健康志向な歯磨材が登場

■ 日本では2012年から市場に参入
■ う蝕・口臭・歯石の沈着を防ぐ *
■ ヤニや歯垢を除去し、歯を白くする *

＊97%天然由来成分

● 写真以外にもバリエーションに富んだ歯磨材をご用意。詳しくはお問い合わせ下さい。

■ 患者さんの口腔内状態に合わせて自由な形にアレンジ可能
■ コイル部分の5つの穴から効率よく吸引
■ コイル部分が舌や頰粘膜を排除　
■ 軽量で柔らかく患者負担が少ない
■ 素材は環境に優しいPP( ポリプロピレン）　PE( ポリエチレン）を使用
■ 衛生的な単回使用

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで
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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 : http://www.crossf.com 　E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

販売元：


