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エルゴフィンガーとの出会い

フリーランス歯科衛生士

沢口　由美子

エルゴフィンガーとの出会いは、この北欧研修の前にありました。
説明を受けて使用してはいたものの、突き詰めたい癖のある私は、
この研修をとても楽しみにしていました。
開発者のマリアンヌさんとグニーラさんのお二人は歯科衛生士学
校の学生の頃からの仲良しだったそうで、その頃から「日々の衛
生士業務の中で役に立つ製品」を作れないものかと意見を交換し
合っていたそうです。
構想から何年もの月日が流れ、とうとう商品化となりました。
歯科衛生士が施術する時は、アシストをしてもらう事はなかなか
ありません。
患者さんからすると、エジェクターを口腔内に引っかけられたま
までは痛みがあります。
術者としてもパウダークリーニングや超音波スケーラーなどの施
術では、エジェクターだけでは間に合わない、そんなケースも多々
あります。
いろいろと葛藤の毎日…おまけに直視による姿勢の悪化から、肩
こりや腰痛等々ストレスが増します。
エルゴフィンガーを使用することにより、術者は正しい姿勢で治
療に専念することができ、体への負担を減らすことが出来ます。
エルゴフィンガーを人差し指に付けて操作すると、中指や薬指で
優しく口唇頬や頬粘膜の排除が出来るので、患者さんの負担が減
少します。
また、中指に付けると親指と人差し指でミラーを持つことも可能
です。

フィンランドから帰国して、日々の診療に使用している中で、ま
た少しずつ疑問が出ていた頃、日本のデンタルショーでのセミ
ナーのために来日したお二人に再会することができました。そこ
で更に、実技を教えて頂き、今年から私のプライベートセミナー
でも実習に使用することになりました。
受講者の方々も「楽です！」との感想を述べて下さっています。

中指に装着しミラーも同時に使用

本製品の使用により指先で優しく口唇を排除

通常のバキュームで口唇を排除

メトロポリア大学にて、開発者のマリアンヌさん（写真右端）、グニーラさん（中央筆者左）、講師の方々と

昨年（2017 年）11 月、念願のクロスフィールドの北欧研修
に参加しました。フィンランドのメトロポリア大学では、エル
ゴフィンガーの研修プログラムを受けました。

これからますます歯科衛生士さんがメインテナンスで活躍する時
代です。
一人で患者さんの口腔内を施術して、定期的にリピートして頂く
ための満足を引き出す！「疲れた」なんて言っていられません。

是非、歯科衛生士さんご自身の仕事を楽しくし、患者さんと一緒
に笑顔になれるように、少しでも余裕のある施術ができるように
色々なアイデアのツールを使って頂きたいと思います。もちろん
先生方にも使いやすいバキュームだと思います！

術者にとって楽！だけでなく、実は患者さんにとってもメリット
のある、まさに一石二鳥のツールです。

フィンランドの歯科衛生士、マリアンヌさんとグニーラさんの想
いのこもったエルゴフィンガーです。
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当医院でのエルゴフィンガーの活用法　
美しい治療ポジショニングとパフォーマンスの向上のために

医療法人 TDC
たなか歯科クリニック Concept Clinic

（名古屋市千種区）

院長　早川　尚子

スウェーデン研修から 2 年―。  
あの場所で感じ、得たインスピレーションにより新しい場所 ( 医院 ) が生まれました。  

2016 年 11 月、理事長の田中と歯科衛生士マネージャーの福田と共に予防歯科
先進国北欧スウェーデンを訪れてから 2 年が経とうとしています。あの場所で生
まれた「ゆったり、豊かに」という私たちの合言葉。今日このときまでじっくり
時間をかけ思考し続けた結果、今まったく新しい理想の医院で私は勤務しています。

私が勤めているのは医療法人 TDC たなか歯科クリニック “Concept Clinic ”。  
自分の理想とする場所に毎日患者さんを招いています。
ここでは技術向上は当然のこと、クリエイティブな仕事が求められますが、こ
の医院で長く勤めたいと思う私は使用する歯科器材にもこだわっています。

私が担当するのは保存治療がメイン。なんといっても防湿が治療の要となるの
でもちろんラバーダムも行いますが、アシストの有無に関わらず、左手にミラー
を把持する基本スタイルを維持できる「エルゴフィンガー」が活躍しています。

これまでは通常のバキュームを左手人差し指と中指の付け根に挟みながらのミ
ラー把持。頬粘膜や舌の排除のために指先に力が入り、自然と左の脇が開いて
しまい、肩から腕にかけてとても辛く、ストレスでした。
しかし、エルゴフィンガーはまずバキュームチップまでのホースが柔らかいた
め、手首から指先への曲線もしなやかに追従してくれます。
また、エルゴフィンガーは軽量で指先にくるキャップがしっかりホールドして
くれるので必要以上の力が入りません。

なんといっても私が一番気に入っている特徴は、中指にエルゴフィンガーをつ
けると今まで通りミラーが把持できること。器材のために診療スタイルを諦め
なくて良いのがポイントです。（写真①）

それからバキュームチップの長さが調整できるので、口唇の排除範囲を広げた
り（写真②）、また臼歯治療にも便利に使用しています。

自分の治療パフォーマンスを上げるのに、選択する器材はとても重要。
ぜひ、皆さまの診療スタイルに合うものを探してみてはいかがですか。

たなか歯科クリニックへの入社を熱望したのは、理事長の治療中
の綺麗な姿勢と確立されたポジショニングに憧れたため。
軸のブレない治療姿勢を意識して、歯科医師として生涯患者さん
へ貢献していきたいという思いで日々研鑽しております。

2016 年に当医院から 3 人で参加したスウェーデン研修

当医院で使用している排唾系器具。
左から、ドライデント、エルゴフィンガー、ハイゴフォーミック

写真②　チップの長さが自由に変えられる

写真①　エルゴフィンガーを中指にはめて、人差し指で
のミラーの把持も可能
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Products Information

愛媛インプラントクリニック
かまくら歯科

（愛媛県伊予郡）

歯科衛生士　山口　佳那

メンテナンスを一人で施術されている歯科衛生士の方は多いと思います。
バキュームの多くは形が決まっており、自由がききません。したがって部
位や歯列によっては上手にバキュームが挿入できず術者が無理な体勢に
なってしまう事もあるのではないでしょうか。
私も体に負担の少ない体勢に注意しながら施術するのですが、つい腰や首、
肩を痛めてしまいます。

エルゴフィンガーを紹介された時、「使いやすそう！」というのが第一印象で
した。しかし、私はもともと手が小さいので上手く扱えるかどうか不安でし
た。そんな時院長が「購入して使ってみたら？」と背中を押してくれました。
そこで当院のメンテナンスを一人で行っている歯科衛生士を巻き込んで使用
してみることにしました。

使い始めると、不安に思っていた操作性は、慣れてくると解消されていきま
した。そしてとても良いと感じたことは、ゴムチューブが容易に曲がるため、
肩を無理に挙げる姿勢をしなくてよくなったことです。指を動かすことでエ
ルゴフィンガーの先端を操作できるので吸引したいところで吸え、肩への負
担が軽くなりました。また、チップの先端は長さが三段階に調整でき、回転
させることもできるので使いやすいです。ディスポーザブルなところも患者
さんに優しく衛生的なので、大変気に入っています。

私の臨床において大変活躍しています。

一度お試しください！

肩を上げずに視野を確保

肩の上がらない自然な状態

S-Mサイズ 標準価格 12,000円（税別）/50本入　（@240/ 本）
L-XL サイズ 標準価格 12,000円（税別）/50本入　（@240/ 本）

医療機器届出番号13B1X00133000067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
Made in Finland

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提案

エルゴフィンガーを用いたバキュームテクニック。
指先を使う感覚での操作が可能。身体に無理な力がかからない。

＊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

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

通常はエルゴフィンガーを人差し指に
装着しますが、ミラーを併用する際は
エルゴフィンガーを中指に装着します

One Point!

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

腰、肩、首に負担が少ない
エルゴフィンガー

体に負担の少ない体勢に注意しながら施術するのですが、
つい腰や首、肩を痛めてしまいます
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商品名

ハイゴフォーミック 

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 1,480円（税別）@14.8 円 / 個

専用アダプター

(外径6.5ｍｍ、内径4mm、長さ45mm)

医療機器届出番号　13B1X00133000065

・田隈ゆかり（勤務歴 10 年）　　　　

特別なテクニックを必要としないので、
使用経験のない新人でもすぐに使用する
ことができます。なによりディスポーザ
ルなので感染予防につながり安心安全で
す。少量の水をためることができない患
者さんでも、通常のバキュームと併用す
ると処置がスムーズになります。

・ 岡村真菜美（勤務歴 10 年）            

重さも軽量で、つけていても頬を引っ張
られる感じが少ないのが良いです。患者
さんの負担はとても少ないと思います。
患者さんから「痛い」などの苦情がでた
こともなく、評判がとても良いです。

・ 梨本恵理（勤務歴 8 年）　　　　　　

小児から大人まで使用できます。左右ど
ちらからでも口腔内に入れられますので、
処置部位や利き手などに対応できます。
使用中は、両手が自由に使えるので、超
音波スケーラー以外にミラーやバキュー
ムを容易に持ち替えて使用することがで
きます。

きたしろ歯科診療所
（新潟県上越市）

院長　金谷　史夫

開業からずっと愛用している
ハイゴフォーミック
当院では、開業当時からハイゴフォーミックを使用しております。スタッフ
からは「他の商品を使ってみたい」「ここが使いづらい」などの意見がでた
ことは一度もありません。毎日使用している歯科衛生士の話をご紹介します。

超音波スケーリング時も使いやすい

・ 木南美希（勤務歴 7 年）　　　　　　

口腔内のクリーニング時の排唾管はハイ
ゴフォーミックしか使用したことがない
のですが、絶対にかかせないものです。
頬の排除がしやすく、視野の確保ができ
ます。患者さんの口にあうように形を変
えられるところが気に入っています。

・ 丸山佳奈（勤務歴 5 年）　　　　　　

患者さんや使用用途にあわせて簡単に向
きや角度を変えて使用できます。また、
安定感もあるので、視野の確保や排唾機
能に問題はでません。患者さんも術者も
負担が少ないので、チェアタイムの短縮
にもつながっています。

・ 五日市遥香（勤務歴 3 年）　　　　　

バキュームは、作業中に頬を吸ってしま
う時など、患者さんにとって不快な音や
痛みにつながることがあります。ハイゴ
フォーミックはその心配がなくなるので
仕事に集中でき効率的です。

きたしろ歯科診療所スタッフの集合写真

・ 岡田莉奈（勤務歴１年）　　　　 

かたつむりのような先が丸い形状は一見
大きく感じますが、実際口腔内に入れる
とコンパクトで処置の邪魔にならないの
で、よく考えられた設計だなと感心しま
した。白い色も清潔感があってよいです。
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医療法人 育歩会 坂井歯科医院
香里園 かほりまち歯科

（大阪府寝屋川市）

歯科衛生士　前田　朋子

歯科衛生士 10 年記念 
自分にご褒美 北欧研修！

スウェーデンでは国を挙げて国民の健康を守るため、子供の頃から
予防に力を入れている事を知り、『いつか私も行きたい！ 10 年後の
目標にしよう！』と決めていました。そして今回、実現することが
できたことを本当に嬉しく思います。

研修の中で私が最も楽しみにしていたのは、本場の歯科衛生士の方
がどのような環境で、どのようにお仕事をしているのかを知ること
でした。普段は自分も予防中心の仕事をしているのですが、自分の
仕事を客観的に比較できる機会はなかなかありません。しかし、今
回の機会では自分との比較を行えるので、本場に近づきレベルを上
げるチャンスなのではないかと思ったのです。
 
一番自分の環境に近い、プライベートクリニックのスマイルデンタ
ルクリニック様では、医院内はとても綺麗で滅菌室のシンクの中ま
でピカピカです。衛生管理が徹底されていました。歯科衛生士専用
のチェアがあり、広々とした空間で使用する器具・器材は自由に選び、
メンテナンス期間、施術内容など、すべて任せられているとのこと
でした。
 
患者さんへの施術も間近で見学させてもらい、カメラの撮影も快く
許可してくださいました。患者さんは終始、笑顔で施術を受けられ
ており、きっと日頃からの歯科衛生士と患者さんのコミュニケーショ
ンがしっかりできているのだろうと感じます。歯科衛生士の方も、
メンテナンスに来られる患者さんとはコミュニケーションや TBI で
お話をすることに時間をかけているとのことで、改めてコミュニケー
ションの重要性を実感しました。
 
見学中に気になった器材・器具は後日見学したデンタルショーにて
学ぶことが出来たのは嬉しいポイントです。日本のデンタルショー
とは違い、予防関連のものやホワイトニング等の審美関係のものが

多くみられ、歯ブラシ一つとっても、おしゃれでカラフルなものが
幾つもあります。フェイスカバーやバキュームなど、使い捨てで使
用する衛生管理の物も揃っており、全体的に歯科衛生士の為のデン
タルショーという感じがしました。やはり予防が中心の国は違うな
と思いました。歯科マニアの私にとっては時間が足りないくらいで、
とても充実した時間を過ごす事ができました。
 
今回の歯科研修で際立って印象的だったのは、カラフルでおしゃれ
な口腔ケア製品 TePe 社の見学でした。歯ブラシや歯間ブラシの元
となる原材料から形になっていく工程までを見学させて頂いたので
すが、工場内は清潔に保たれており、初めての工場見学だったので
すがとても感動しました。TePe の製品はスウェーデンでしか作ら
れていないとのことで、普段から患者様に口腔ケア製品選択の大切
さを伝えるプロとして、自信をもって勧めることができると思いま
した。
 
この研修にもっと早く参加すればよかった・・・とも思いましたが、
今では歯科衛生士として経験を数年積んだ後のこのタイミングでよ
かった！とも感じています。
 
ひとりでの参加ということで最初は不安な気持ちでいっぱいでした
が、参加メンバーの皆様がとても親切で優しくて本当に素晴らしい
方々だったので、研修はもちろんですが、私にとっては皆様との出
会いが学びであり、大切な宝物になりました。この場を借りて御礼
を申し上げます。本当にありがとうございました。

今回本場を自分で体感することができたことで、より一層「歯科衛
生士を楽しみたい！レベルアップしていきたい！」という思いが強
くなりました。本当に参加してよかったなと思います。

デンタルショーにてカラフルな TePe ブースの前で

スマイルデンタルクリニックでの施術風景 マルメ大学にて参加メンバーと

 ErgoFinger Hygoformic TePe R.O.C.S. GumChucks PlaqueOff
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小野歯科医院
（岡山県倉敷市）

歯科医師　緒形（宮地）孝子

愛知県での勤務医時代、院長はインプラ
ントが専門でした。
院長の師匠がスウェーデンの先生で、交
流させていただく中で、いつか本場をみ
てみたいとぼんやりと考えておりました。

それから約 10 年経ち、（株）Himmel の
田上さんにお誘いいただき、今回ご一緒さ
せていただきました。これまで旅行でフィ
ンランドは訪れたことがありましたが、ス
ウェーデンは初めて。大きな期待と、初め
ての海外研修という不安を抱えつつの出発
でした。
　
現地でまず、開業医の医院見学から。
と言っても、規模が日本とケタ違い・・
ヨーロッパ各地に展開するグループ医院
で、スウェーデンだけで３３の医院がある
そうです。経営母体があり、リサーチや経
営、事務仕事をするスタッフがいるので、
Dr. DH. は自分の専門に集中できるという
所など、大変羨ましく思いました。患者さ
んのメンテナンス時の見学をさせていただ
き、院内の設備等、説明を受けました。歯
科衛生士さんや、患者さんにもざっくばら
んに質問ができ、リラックスした雰囲気の
中、日本に足りない所、日本と共通する所、
日本の方が優れている所・・などを感じる
ことができました。大学では、スウェーデ
ンのカロリンスカ大学、マルメ大学、フィ
ンランドのメトロポリア大学を見学させて
いただきました。

カロリンスカ大学は規模も大きくおしゃれ！
入ってすぐのカフェスペースからスター
トし、シンプルな中にも色彩が多く（で
も派手過ぎず）、リラックスして治療や勉
強ができる環境が広がっていました。そ
して、日本との教育システムや歯科衛生
士環境の違いに衝撃を受けました。

マルメ大学では、学生の教育のシステム
に驚きました。
受け身な授業はほとんどなく、自分で調
べ、仲間と共有しながら学び、実習も動
画を見つつ、自分達で自主的に進めてい
ました。このシステムが根付いており、
学生からの評価も高く、優秀な Dr. となっ
て巣立っていくとのこと。ここでは、私
の師匠から聞いていて、夢の一つだった、
念願のポッセルトのバナナの像と写真を
撮ることもできました。

メトロポリア大学ではキシリトールの歴
史の講義と、施設見学、診療見学ができ
ました。

また、SWEDENTAL というスウェーデ
ンのデンタルショーを見学し、オープン
な雰囲気の中、日本にまだ入ってきてい
ない器材なども見ることができました。

TePe 社の工場見学では、製造過程を見
ることができ、精密さと使い心地に、当
院でもすぐ導入いたしました。

参加者の皆様と、TePe 社前の歯のオブジェ前にて

2017 年 北欧研修に参加して

マルメ大学中庭のポッセルトのバナナ像の前で

 ErgoFinger Hygoformic TePe R.O.C.S. GumChucks PlaqueOff

個人的には、TePe 社にて公的なヘルス
プロモーションの状況と課題について講
演された、Wretlind 先生、マルメ大学で
の TMD に関しての Ekberg 教授の講演
が大変興味深かったです。
食や文化、生活習慣、骨格が日本人と異
なる中で、どのようにアプローチしてい
るのか、など大変勉強になりました。

ツアーのメンバーにも恵まれ、食事や余暇
も共に過ごせ、それぞれの立場からのディ
スカッションができた事も大きな財産です。

英語が苦手なのですが、クロスフィール
ドの皆様に大変お世話になり、気軽に質
問もできて大満足でした。ありがとうご
ざいました。

第11回 予防歯科先進国　北欧を満喫する　スウェーデン / フィンランド歯科研修 2018
開催期間： 2018 年 11 月 11 日（日）～ 18 日（日）【8 日間コース】
訪問都市： スウェーデン　マルメ / ストックホルム / イエテボリ　　　　　　　　　フィンランド　ヘルシンキ

旅行代金： 568,000 円

★ 研修にご参加された皆様には終了証をお渡しいたします    旅行詳細はお問合せください : （株）クロスロード　マコト　tel: 06-6362-7220
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私の敬愛する先輩歯科衛生士から TePe スプリームを紹介して
いただき、愛用者になったのが 4 年前でした。2017 年にはス
プリームコンパクトが登場し、これも現在愛用中です。　

今回は、自分が愛用しているそのスプリームとスプリームコンパ
クトの使い分けについて紹介したいと思います。

私は、歯周病の患者には歯肉辺縁部に毛先が届きやすいスプリー
ムを選択することが多いです。

歯肉縁上はきれいにブラッシングできているのに、いざ歯肉縁下
を少し探針で触るとプラークが多く残っている上に出血してしま
うことはありませんか？その患者が使用している歯ブラシを確認
すると、ラウンド毛であることを私はよく経験します。ここでス
プリームの出番です。二段植毛の長いフィラメント（①）がテー
パード毛で、短いフィラメント（②）がラウンド毛であることが
スプリームの特徴です。その柔らかいテーパード毛が歯周ポケッ
ト内にしっかり入り込むことで、歯肉縁下プラークをよく除去で
き、なおかつラウンド毛で辺縁の歯面に付着するプラークも除去
することができるので、まさに一石二鳥です。

また、スプリームは、矯正装置の部分を磨くのにも適しています。
私は、１年半前まで約 3 年間矯正治療を受けていたので、矯正装
置に引っかかる大量の食物残渣を除去するため、スプリームを使
用していました。毛足が長いので矯正装置の間に届きやすく、更
に毛束が密であるため早く除去できるからです。歯科矯正を受け
たことのある方には理解していただけると思いますが、矯正装置
に食べ物がからまると、想像以上に不快で一刻も早く除去したい
気持ちでいっぱいになります。その理由から、スプリームを使用
することによって“確実に、かつ迅速に除去できる”というメリッ
トはとても大きいのです。

一方、スプリームコンパクトは、その名の通りヘッドがコンパク
トであるため、口腔前庭や歯列弓の狭い患者、そして小さいヘッ
ドを好む患者に選択するのがまずは基本です。

ここで，わたし的選択方法について、さらに経験談と実際の検証
を交えてご紹介します。

二段植毛ではなくテーパード毛だけの歯ブラシを使用すると、毛
先が細いので歯肉には優しいのですが毛先がたわんでしまい、歯
面に付着したプラーク特有のザラつきを除去しようと必死になる

自分自身が愛用者
わたし的！！ TePe スプリームとスプリームコンパクトの使い分け

知識や情報を持っていても、経験がないことを他人に教えることは困難です。
同様に、患者さんに歯ブラシを勧める時は、自分がまず使ってみないと指導することが難しいため、
私は自分が興味をもった歯ブラシはすべて試すようにしています。

ので時間を費やします。また、ブラッシングについ力をかけ過ぎ
てしまい、一日中気になってしまう位の違和感と歯肉痛が 2 〜
3 日続く（ブラッシングを控えると治る）という経験をしたこと
があります。それは、テーパード毛の歯ブラシで浅い歯肉溝を狙っ
て強い圧で長い時間ブラッシングしたために、毛先がポケット底

（上皮付着部）周囲の組織を傷めていたからだと思います。

しかし、TePe スプリームを使い出してからは、時間や力のかけ
過ぎに注意を払わなくても歯肉の痛みが生じなくなりました。そ
れは、前に述べたようにラウンド毛とテーパード毛の二段植毛で、
どちらの長所も併せ持っているからだと思います。

さらに、スプリームコンパクトを使い始めて，同じ二段植毛のス
プリームとスプリームコンパクトでも、サイズ感だけでなく磨い
た感覚に違いがあることに気付きました。不思議に思い、2 本の
清掃状態の違いを自分と患者に実際に試して検証しました。

スプリームはテーパード毛（①）が長く、毛先にかかる力が弱く
なるため炎症のある歯肉には優しいです。そして、長いフィラメ
ント（①）が深くなった歯周ポケット内にしっかり届き、またヘッ
ドが大きいため歯肉退縮を起こして鼓形空隙が大きな歯面をがっ
ちり抱え込んで磨けます。

一方、スプリームコンパクトは、長いフィラメントのテーパード
毛（④）が、スプリームのそれ（①）より約 1㎜短く、歯肉溝に
届くと短いフィラメントのラウンド毛（⑤）が歯面に早く当たる
ため、それ以上歯肉溝の中に届きません。その結果、内縁上皮は
傷つきませんし鼓形空隙の下部に毛先が早々と届き、毛足が短い
分コシがあり、短時間で歯面がツルッと磨けます。スプリームの
方がサイズの大きい分（③＞⑥）能率的に磨くことができますが、
私のように歯周組織が健全で歯肉の退縮もない場合には、スプ
リームコンパクトの方が適していると言えるのかも知れません。

スプリーム　スプリームコンパクト

原寸大
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医療法人　タニオ歯科クリニック
（大阪市中央区）

歯科衛生士　丸山　葉子

Products Information

また，スプリームもスプリームコンパクトもヘッドの先端が先細
り（台形型）になっていて大臼歯や歯間部にも歯ブラシが届きや
すいという特徴もあります。スプリームコンパクトでは，ヘッド
の長さだけでなく幅もコンパクトになるので，口腔前庭の狭い部
分や舌側などの清掃に向いていると思います。
以上の理由から、わたし的な使い分けを表にまとめました。

ちなみに、TePe スプリームとスプリームコンパクトの使用リ
ピート率はとても良く、一度処方すると 8 割の患者さんがリピー
ターになります。先日も、リピーターの男性患者さんが定期検診
に来られてスプリームを 20 本購入されました。「磨きやすくと
ても気に入っている。友達にも紹介している。」とおっしゃって
いました。

実際に歯肉の状態も改善していることから、自信をもってお勧め
できる歯ブラシであると思います。

 歯肉の炎症 歯根露出 PPD 鼓形空隙 口腔前庭
       歯列弓

スプリーム 中等度・重度 大きい 深い 大 大

コンパクト ない・軽度 ない・小さい 浅い 小 小

大人気のスプリームにコンパクトサイズが登場！！
Supreme（スプリーム）－“最高の・究極の“という名前にふさわしく、
柔らかさ・しなやかさ共に最高の磨き心地を提供するスプリーム歯ブラ
シに待望のコンパクトサイズが仲間入りしました。
小さめのヘッドがお好きな方へ、またお子さんにも
自信をもっておすすめいただけます。

TePe SupremeTM Compact
テペ スプリームコンパクト

2段植毛のフィラメ
ントが効果的にプ
ラークを除去

臼歯部や細かなエリア
にも届きやすい台形状
のヘッド

長いフィラメントが
隣接面や歯周ポケッ
トに到達し、同時に
短いフィラメントは
歯面をすっきり磨き
あげる

フィラメントのしなやか
さと形状がブラケットや
ワイヤー周囲も磨きやす
いので矯正患者さんにも
最適
コンパクトサイズは矯正
治療中のお子さんにも使
いやすい

歯や歯肉へのあたりが
優しい、ソフトなフィ
ラメント

サムパッド（親指
あて）付きで握り
やすく滑りにくい

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。

■ スプリーム
■ スプリーム ブリスターパック
■ スプリーム 80本入り

■ 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本入り

スプリーム  Supreme / スプリームコンパクト  Supreme Compact

色はアソートになります

スプリームコンパクト
（実寸大）

スプリーム

手で曲げられるネックで
カーブをつけることが可能

＊一度曲げたら元に戻さ
ないでください

 ErgoFinger Hygoformic TePe R.O.C.S. GumChucks PlaqueOff
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都内歯科医院勤務
日本口腔インプラント学会認定   

インプラント専門歯科衛生士　岡安　紀子

昨年 10 月 23 日に TePe 社よりスプリームコンパクトが発売されました。
スプリームを使用していてヘッドが若干大きいと感じていた私は、コンパクト
なヘッドの発売を待ち望んでいました。発売されたスプリームコンパクトは「歯
をスムーズに気持ち良く効率的に磨けるであろう」との予測通り、使用してい
て期待を裏切らない歯ブラシでした。

スプリーム / スプリームコンパクトは予防先進国、スウェーデン製の歯ブラシです。
グリップは太めでサムバット（親指あて）が付いています。そのため、余分な
力が入りにくいだけでなく、握りやすく滑りにくいのが特徴です。

スプリームコンパクトのヘッドは通常のスプリームよりもヘッドの縦の長さは
約 5㎜、横幅は 1㎜程小さくなっています。口腔内に入れた時、数値以上にコ
ンパクトさが実感できます。　　
歯ブラシのヘッドが大きい方が効率よくプラーク除去を行える患者さんもい
らっしゃる一方で、小さめのヘッドに慣れている患者さんは、大きいヘッドで
は「奥まで届かない」、「動かしにくい」という方もいらっしゃいます。そのよ
うな方には是非スプリームコンパクトをお薦めします。
ヘッドが小さめのため舌側や最後臼歯部遠心に到達しやすく、歯列不正や口の
小さい大人、混合歯列期の小児にも適しています。
また、ネック部分を手で曲げて角度をつけることができるので、それによって
磨きにくい部位専用の歯ブラシにすることが可能になります。

スプリームコンパクトの毛は 2 層構造になっており、長い毛はテーパー毛で歯
間に入り込みやすく、短い毛はラウンド毛で歯面が磨ける設計になっています。
ソフトなフィラメントで歯や歯肉のあたりが優しく、磨いていて『気持ちいい』
という感触が得られます。
また、毛先がしなやかで張りがあるため柔らかすぎず、インプラント部位のプ
ラークも効率よく取り除くことができます。
さらには、 北欧らしいデザインと色使いが積極的にプラークコントロールを行
うきっかけとなることが期待できます。

私たち歯科衛生士は定期的に来院される患者さんの口腔内を良好に維持させる
ために、プラークコントロールに対するモチベーションを常に上げていかなけ
ればなりません。そのため、歯ブラシの特徴をよく知ったうえで、ブラッシン
グ指導を行うことが大切です。また、患者さんに適した歯ブラシを提案するこ
とも重要です。その点からもこのスプリームコンパクトは、患者さんに最もお
薦めしたい歯ブラシのひとつであると言えます。

期待を裏切らない歯ブラシ

スプリームコンパクト

患者さんの笑顔と良好な口腔内環境維持に必要な歯ブラシだと感じています。

さまざまな角度に曲げられます。

ネックを曲げることで最遠心部に
到達しやすくなります。

上部構造の歯頸部付近の露出したアバットメントを傷つける
ことなく、歯冠部も同時に磨くことができます。

撮影協力：日本歯科大学　高森　等　名誉教授

スプリーム　スプリームコンパクト

原寸大
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DH 勉強会 LOL 
主宰

 歯科衛生士　加瀬　久美子

大きめヘッドの歯ブラシを使ったことのないあなたへ

使えばきっと好きになる！“最高の”TePe スプリーム 

術者磨き

矯正での使用例ブリッジでの使用例

日本はかねてより、歯ブラシといえばコンパクトヘッド、歯磨き
といえばバス法が主流でした。歯科衛生士は毎日のように「ペン
グリップで 45°の角度に当てて、軽い力で小刻みに１本ずつ磨
きましょう」と指導してきましたが、実際に患者さんに磨いても
らうとなかなかうまくいかない…　そんな経験をお持ちの方も多
いのではないでしょうか。

そもそもプラークコントロールって何？
歯垢染色剤で染まったプラークを指摘し、磨き方を指導する…　
そんなダメ出しメインの歯磨き道場では、患者さんは「歯科医院
に行くと怒られる」という認識を持ってしまい、モチベーション
を下げてしまいます。
そこでただ、やり方の指導をするのではなく、現在地とゴールを知っ
ていただくための術者磨きを行います。患者さんは今の歯磨きの仕
方が普通で、プラークが残っている状態が日常です。正しいブラッ
シング圧で歯頸部に当たる感触や、歯間部に毛先が入る気持ち良さ、
プラークフリーのスッキリ感やツルツル感を体感していただくこと
で、患者さんは無意識に自身の歯磨き ( 現在地 ) と比較し、正しい
ブラッシング方法や歯磨きの終わりの目安 ( ゴール ) を理解します。
そ の 時 に 大 活 躍 し て く れ る の が TePe ス プ リ ー ム で す。
Supreme( スプリーム ) は直訳すると“最高の”という意味で、
その名にふさわしく、柔らかさ・しなやかさ共に最高の磨き心地
を提供してくれるので、術者磨きにオススメです。

毎日簡単プラークコントロール
一般的なテーパー毛の歯ブラシは、毛先が歯肉溝に入り込みすぎ
て痛みを伴ったり、浮いた感じが残ったり、リセッションを起こ
すリスクもあるので注意が必要ですが、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
いるので、毛先が歯肉溝に入り込みすぎることも防いでくれます。
長い毛先はブリッジのポンティックや矯正装置周辺、歯周病で歯
肉退縮し歯冠長が長くなった歯間部やインプラント周辺にも到達
しやすく、短い毛先は歯面にもフィットしてくれるので、１本で
何役もこなしてくれます。タフトブラシや歯間ブラシ、スーパー
フロスなどを上手に使いこなせる方なら言うことなしですが、使
いたくても手先が不器用でなかなか難しかったり、忙しい毎日の
生活の中に取り入れられない現実も多くあります。そんな時の救
世主が TePe スプリームです。

常識を覆すブラッシングの提案
私が TePe スプリームを提案するときは細かい指導はせず、あえ
て雑に、パームグリップでオーバーストロークで磨いていただき
ます。このとき多少ブラッシング圧が強くなってもしなやかな毛
先が逃げてくれるので、ブラッシング圧がどうしても強くなって
しまう方や細かい動きが苦手な方にも使用していただけます。
ブリッジのポンティックや矯正装置周辺、歯間部やインプラント周
辺などの細かい部位は、毛先をバス法とは逆の歯冠部の方 ( 上顎は
下向き・下顎は上向き ) へ向けて、毛先をギュッギュッと入れ込む
ように使用します。太めで滑りにくいハンドルは、高齢者や疾患の
影響で握力が低下している方でも握りやすいのでオススメです。

TePe スプリームは術者磨きから本人磨き、健康な方から歯周病
に罹患している方、忙しい方や高齢者まで、どんな方にもどんな
シチュエーションでも幅広く使用できる優れもの。“最高の”名
にふさわしい TePe スプリームを使ってみたら、きっとあなたも
好きになることでしょう。
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医療法人社団 蒼天会しおさい歯科クリニック
（千葉県市原市）

東京医科歯科大学歯学部附属病院 
インプラント外来非常勤診療講師

歯科医師　金井　亨

インプラント治療の長期予後のために
アドヒアランスの高いセルフケアを TePe で

■ 最古の木造建築群から学ぶこと。      

奈良県の法隆寺は７世紀に創建された寺院
で、その中にある西院伽藍は現存する世界
最古の木造建築物群です。木造建築の寿命
は一般的に短いと考えられますが、1300
年を超え、今なお泰然自若と建ち続けられ
る理由はどこにあるのでしょうか。
法隆寺には代々宮大工さんが住んでおり、
幾世に渡り、日々の修繕を行ってきたよう
です。また建築当初から永年の使用を可能
にするために、解体修理を想定した設計に
なっているとのことです。実際、1934 年
から半世紀にわたって解体修理が行われた
のですが、日本のような高温多湿の気候に
も関わらず、ほとんどの木材がそのまま再
使用できたと言われています。

■ 補綴治療と建築は似ている。              

口腔内も高温多湿で、常に咬合力がかか
るという歯科材料にとって過酷な環境に
あります。そのような状況でも、患者さ
んの生涯になるべく寄り添えるだけの“長
持ちさ”を歯科医療従事者、患者双方と
もに望んでいると思います。もし先ほど
の建築の話を歯科治療の longevity に置

き換えて考えてみるなら、“歯科治療の長
期安定のためには、日々のセルフケアと
将来的なメンテナンスを考えた補綴設計
が大切”ということになるでしょう。

■ セルフケアを患者さん側から考えること。

どんな名医や腕の立つ技工士が匠の技を
もって作製した補綴物でも、その使用と
日々のケアは患者さんに任せることになり
ます。患者さんがこれからの生涯、自分の
口腔内と向き合ってセルフケアを継続して
いくには何が必要でしょうか。宮大工さん
さながらのセルフケアを患者さんに強いる
のは難しいです。継続に必要な事は、なに
よりシンプルで簡便であることです。

■ 上部構造形態に清掃性の配慮を。       
    そして TePe を奨める理由。            

歯間ブラシは、インプラント周囲のプラー
クコントロールに非常に有効です。周囲組
織が脆弱なインプラントでは、細菌の侵入
に対して、インプラント周囲溝が予防の水
際となります。TePe の歯間ブラシはサイ
ズが豊富で、様々な歯間形態に合わせて使
い分けをできるメリットももちろんありま

すが、複数の歯間ブラシを使用するのは
煩雑でもあります。そのため補綴治療時
に、あらかじめ清掃性への配慮を行うこと
が重要です。例えば残存天然歯の歯冠鼓形
空隙と相応するような形態でインプラント
上部構造を作ることで、ワンサイズでの歯
間ブラシ使用が可能になります。ブラシサ
イズが豊富ですから、付与する形態デザイ
ンの自由度も高くなります。また歯槽骨吸
収が著しい理由で、ガム付きのインプラン
ト上部構造を装着することもあります。こ
れも歯間ブラシの挿入位置にガイド溝を付
与しておくと、歯間ブラシの挿入が正確に
行えるようなります。また舌側からの挿入
が困難な場合でも TePe の歯間ブラシは
テーパー型ではなくパラレル型のブラシな
ので、一方向からの使用でも清掃効率が高
いことも利点です。こういった小さい配慮
が、セルフケアをより患者側に近づけるた
めのアドヒアランスを高める一助にもなり
ます。

歯間ブラシも名工のもつノミや鉋と同様、
こだわりの道具であっていいのではないで
しょうか。そういう理由で TePe の歯間ブ
ラシをお奨めします。 

FIG. 1  最終上部構造装着８年経過症例
インプラント周囲の清掃性向上のため、上部構造粘膜面に歯間ブラシ（IDB）用の
ガイドグルーブを付与したケース
８年ぶりにメンテナンスのため上部構造を外した
上部構造の一部に若干の着色を認めるだけで、周囲粘膜に炎症所見はない
歯科技工士：濱谷篤史氏（アルテ工房）

FIG. 2  IDB によるプロビジョナルレストレーションの調整
できる限りワンサイズの IDB での清掃が可能なように、
歯間鼓形空隙の形態を微調整する
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カンボジアでの

ボランティアを振り返って

「できる人が、できることを、できるだけ長く」を合言葉に、ア
トランタ、バルセロナオリンピック女子マラソンで銀、銅の連続
メダリストとなった有森裕子さんが代表理事を務める、非営利活
動法人 NPO 法人「ハート・オブ・ゴールド」。スポーツを通じ
て国境、人種、ハンディキャップを超えて希望と勇気の共有を実
現することを目指し、カンボジアを中心とする東南アジアの国々
にスポーツを通じ体育教育支援や、障がい者支援を。日本語教育
を通じ自立支援、子どもの養育支援を。また国内では東北震災後
の復興支援など、さまざまな活動を行っています。

そのような事業の中の一つに毎年 12 月第 1 日曜日に開催され
るアンコールワット国際ハーフマラソンがあります。今や世界中
から 1 万人以上の人が集まる大会になりましたが、この大会は有
森裕子さんとハート・オブ・ゴールドが第 18 回大会まで運営を
取り仕切ってきました。その期間中に有森裕子さんと一緒にカン
ボジアを訪れ、子ども達とスポーツやレクリエーションを通して
交流し、カンボジアの歴史や環境を理解し自立支援のボランティ
アを学ぶ「ボランティアスタディーツアー」が企画されます。

私は 2017 年 11 月 30 日から 5 日間、上記のボランティアスタ
ディーツアーに参加させていただきました。5 年前にボランティア
スタディーツアーに参加した TAO 東洋医学研究会（歯科医師の東
洋医学のスタディーグループ）の先生方が歯科として何かお手伝い
出来ないかと問い合わせたところ、ハート・オブ・ゴールドが運営
する NCCC（New Child Care Center- 何らかの理由で養育でき
なくなった子供たちが共同生活をしながら教育を受け自立できるよ
うに支援する施設）の約 20 名の子ども達の歯科治療、歯磨き指導
を希望され、翌年からボランティア活動がスタートしました。

カンボジアの子ども達の口の中は悲惨な状況です。カリエスフリー
の子どもはほぼいません。12 才の DMFT は 4.5 でそのほとんど
が未処置歯です。TAO 東洋医学研究会の先生方で構成されるハー
ト・オブ・ゴールドデンタル班は、3 年前からは同じくハート・オブ・

医療法人　小坂歯科医院
（大阪府摂津市）

歯科衛生士　岡　佐和子

ゴールドが支援する幼稚園児と小学生合わせて約 800 名のチェイ
小学校の歯科検診と歯磨き指導も行うようになりました。私はチェ
イ小学校の歯科検診、歯みがき指導に初年度から参加させて頂い
ています。最初は、小学校の先生方に検診の必要性を説くことか
らはじめなければなりませんでした。先生方からは歯ブラシ指導
や歯科検診に何の意味があるのか？どうして授業の時間を歯磨き
指導や検診に割かねばならないかとも質問されました。

3 年前（初年度）の歯磨き指導では、歯磨きをする習慣のない子
供達にどのように伝えようかと悩み、言葉の弊害などを考え紙芝
居形式（クメール語）の媒体を作成しました。しかし実際行って
みると、文字を読めない子供が多く、私からの一方通行のような
感じが強かったかと反省が残りました。昨年はお休みさせて頂き
ましたが、2 回目の今年は一緒に参加するスタッフと考えてエプ
ロンシアターで話し、クロスフィールド株式会社さんから提供し
て頂いたテペのセレクトコンパクトを配付し、歯磨き指導をしま
した。3 年前は歯磨きをしていない、歯ブラシを持ったことがな
い子供が多かったのですが、今回子供たちに質問をしたら、歯磨
きを 1 日 2 ～ 3 回行っている子供がほぼ全員でした。私の 3 年
前のガッカリした気持ちは消え去り、うれしい気持ちがあふれて
いました。子供たちの真剣な眼差しが写真でも伝わってきます。

検診の結果 DMFT も減少してきている事が解りました。今後も
「できる人が、できることを、できるだけ長く」を合い言葉にこ
の活動を続けていきたいと思います。

カンボジアでの歯科検診、歯みがき指導に興味ある方はハート・
オブ・ゴールド事務局にお問い合わせください。来年一緒に活動
しましょう！

セレクトコンパクトブラシはカラフルな色で子供達でもハンドル
が持ちやすいので、指導しやすかったです。たくさんの歯ブラシ
のご提供をありがとうございました。

ハート・オブゴールドの代表理事 有森裕子 さん みんな真剣に歯磨きシュッ シュッ（チェイ小学校にて）
セレクトコンパクトブラシを使用させていただきました

みんなの前で ”歯が痛―い！”
のジェスチャー
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

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！

お
め

でと
う！　

TePe歯間ブラシ 25周
年！！お

め

でと
う！　

TePe歯間ブラシ 25周
年！！

キャップはハンドルとして使用可能

■ 8本入りパック
 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
 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）

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。

■ 8本入りパック
 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
 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。

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。
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し
てあります。
テペ独特の平たくて持ちやすいグリップです。

*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。

 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

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

■ 6本入りパック
 1パック単サイズ6本+キャップ1本入り

■	アソートパック
 1パック各サイズ6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き25本入り

■ 単品パック（キャップ付き）
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Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

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
■ セレクトミニ エクストラソフト

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
■ セレクト ソフト
■ セレクト エクストラソフト

  
■ 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

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
色はアソートになります

■ 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 100本入り
■ セレクト ソフト 100本入り
■ セレクト エクストラソフト 100本入り

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

■ 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

セレクトシリーズにカラフルなフィラメントが仲間入り！

■ セレクトカラー ソフト （ピンク フィラメント）
■ セレクトカラー ソフト （グリーン フィラメント）
■ セレクトカラー ソフト （ターコイズ フィラメント）
 ＊セレクトのサイズです
 ＊かたさはソフトのみです

セレクトカラー  Select Color

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

■ セレクトカラーコンパクト エクストラソフト
 ＊セレクトコンパクトのサイズです
 ＊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 

■ KDS （キッズ）コンパクト　ソフト 

■ KDS （キッズ）コンパクト　エクストラソフト 

イラストやカラーは変更になる事があります

セレクトミニ エンジョイは
ブリスターパックになります

テペのイラストシリーズはきれいな色と
スウェーデンのデザイナー Isa Form がデザインした
かわいいイラストがお子さんに大人気！
プレゼントにも最適です

色はアソートになります

KIDS（キッズ） セレクトミニ エンジョイ

スウェーデンの薬局で購入されている歯ブラシの 77.1％、歯間ブラシの 82.3％はテペ製品です
Nielsen, pharmacy total, MAT TY(toothbrushes)(interdental brushes), 2015
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日常的に取り入れやすく、
口腔内の健康をより向上させるための
一押しプロダクト

神谷町デンタルクリニック
（東京都港区）

院長　高島　美祐

2014 年の開院以来、当院、神谷町デン
タルクリニックでの一押しの歯磨き粉は、
ロックスです。

最初は、聞きなれないロシア製ということ
もあり、使用に躊躇していたのですが、自
他ともに認める健康オタクの私は、「オーガ
ニック」という言葉に心を惹かれ、いただ
いたサンプルを恐る恐る使ってみました。

使用感としては、口腔ケア後の口腔内の爽
快感の持続が以前よりも長く感じたので、
試しに家族にも使ってもらってみたとこ
ろ、同様の使用感を感じたようでした。そ
ういった経緯もあり、患者様には安心して
お勧めすることができるように、当院での
取り扱い歯磨き粉は、開院から現在に至る
まで、（メンテナンスメニューで使用する
ペーストを除き）ロックスのみです。

当初、患者様にお勧めするにあたって、聞
きなれないロシア製に対して抵抗感があ
るかもしれない、と若干の心配もありま
したが、神谷町という場所柄もあってか、
健康に関する意識の高い方が多く、金属の

腐食の原因となるフッ素が含まれていな
いこと、また、オーガニックの製品である
こと、歯質のディミネラルとリミネラルに
着目した新しい考え方の歯磨き粉である
ことをお伝えすると、嬉しいことに「試し
てみようかな」という方が多くいらっしゃ
り、当院ではロックスの中でも最高峰の天
然成分97%のロックスPROシリーズ（市
場には 100% の物もありますが、97%
のロックスは 3 年の使用期限があるのに
対し、その他は天然成分の防腐剤を使用
して期限がないことに疑問をいだいてい
ます。）に注力して販売をしたところ、あっ
という間に人気ものになりました。特に海
外在住の患者様などは、帰国前に「10 本
用意しておいてください」とメールでオー
ダーが入るほどで、巷で手に入りにくいこ
ともあってか、気に入っていただいた方の
多くが、直接クリニックで再購入いただけ
るのもメリットに繋がります。

現在はロックスだけにとどまらず、ホー
ムケアの標準として TePe やウルトラフ
ロスの組み合わせが当院における基準と
なっております。これらは、お忙しく時間

のない方、不器用な方でも比較的短時間で
効率よく口腔ケアを行っていただけるか
らです。もちろん、歯ブラシの替え時も細
かくチェックし、毛先が開いていなくても
３−４週間で新しい歯ブラシに変えてい
ただくようにお願いしています。TePeも、
その日本では見ない大きさから、最初は使
用を躊躇される方もいらっしゃるのです
が、TePe 独自のメリットをお伝えし、一
度ご使用いただくと、こちらもかなりの頻
度でリピートされる方が多いです。

日々、さまざまな患者様がクリニックに足
を運ばれますが、しっかりと口腔ケアので
きる方もいらっしゃれば、逆に時間のあま
りない多忙な方など生活習慣に合わせた
ホームケアを勧めるにあたり、患者様が日
常で簡単に取り入れやすく、なおかつ口腔
内の健康がより向上するようなプロダク
トが必要不可欠ではないでしょうか。

患者様のライフスタイルに寄り添い、継続
的に健康な毎日がおくれるようなオーラ
ルケア商品に今後も注目していきたいと
考えております。

R.O.C.S. の会社 DRC グループの CEO と会長がご家族で来院 クリニック内の様子

 ErgoFinger Hygoformic TePe R.O.C.S. GumChucks PlaqueOff

15  | Dental World Vol.31



フッ素嫌いな患者さんにオススメな

ロシアの売上 No.1*1 ロックス歯磨剤

DRC Group

Evgeniya Sukhovolskaya
（ジェーニャ）

Очень приятно！（はじめまして！）

世 界 最 大 の 国 土 面 積 を 誇 る ロ シ ア は、

17,000,000km2 と日本の約 25 倍の面積

を有しています。地域の時差も最大で 9 時

間とされ、標準時間は 11 あります。そんな

ロシアで日本に一番近いハバロフスクという

都市は、飛行機で約２時間半と、実は日本に

遠くない距離にあります。

人口は世界第９位の 1 億 4300 万人の国で

あり、歯科医師 8 万人、歯科衛生士は数千

人とされています。そんなロシアのカリエス

予防に関する考え方は、地域性の問題もあり、

日本と比較すると特殊と言えるでしょう。特

にここでは、昨今、日本で再石灰化効果が高

いと言われるフッ素に焦点をあてていきたい

と思います。日本では当たり前のように、そ

してほとんどの歯磨剤に含まれていますが、

ロシアでは現在もフッ素含有歯磨剤を問題視

しています。

その要因として大きく 2 つの問題が挙げら

れます。まず、ロシアはソ連時代に風土病性

とされたフッ素症（Endemic fluorosis）の

発生した地域にあたります。これには現在の

ロシアだけではなく、ソ連に加入していたウ

ズベキスタン、ジョージア、アゼルバイジャ

ン、アルメニア、ウクライナなどの共和国も

含まれます。当時、風土病であるフッ素症が

発症した地域に対し、予防製品をはじめとし

たフッ化物の商品の拡大はコントロ―ル不可

能でした。そのため現在もこの地域では、フッ

化物配合の歯磨剤が継続的に販売され続け、

日々状況が悪化しています。

次 に 問 題 と な る の は、 ク レ チ ニ ズ ム

(Cretinism) とされる甲状腺機能低下症であ

り、またの名をヨウ素欠乏とし、これはロシ

アのほぼ全域が対象とされています。フッ素

症同様、風土病ではありますが、ヨウ素が欠

乏しているこの疾患では、フッ化物がヨウ素

を取り除いてしまうため、IQ 低下の要因と

なり、その回復は困難を極めます。

これを受けロシアの政府は、カリエス予防で

あるフッ素の代替となる成分の開発を決断し

ました。今日に至るまで、おそらく他国より

も多岐に渡り研究と実験を重ね、R.O.C.S.®

はその中でも有効性の高い成分である「ミ

ネラリン」を独自の製法を用いて開発されま

した。その有効性はフッ化物に劣らないとさ

れ、安全面でも問題がないため、ロシアで

No.1*1 のシェアを誇ります。

R.O.C.S.® が選ばれている理由は、活性バ
イオ成分を高濃度に含んだ天然成分である
ことです。ロシアではブラッシングの際、
歯磨剤の原料のほとんどが口腔粘膜に吸収

され、体内血液にまで到達されるといわれて

います。少量とは言え、体内に対し有害なも

のを少しでも含みたくないと考えている患者

さんは潜在的に存在しています。そのような

フッ素やパラベン、ラウリン酸ナトリウムに

着色料や保存料などが含まれていない歯磨剤

を好まれる、健康意識の高い方たちは日本に

も存在するのではないでしょうか。

R.O.C.S.® は一部の製品を除き、以上のもの

を含まず、天然成分 95% 〜 97% で構成さ

れています。製造も成分本来の機能を損ねな

いように「低温沸騰」と呼ばれる独自の生産

技術で行い、それによりパイナップル酵素（ブ

ロメライン）は活性化している状態で口腔内

に届きます。さらに、通常は２％の濃度しか

含まれていないキシリトールを 10％と 5 倍

の濃度で使用し、CPP-ACP のようなミネラ

ル成分（グリセロリン酸カルシウムとマグネ

シウム）に富んだ「ミネラリン」という成分

を含めました。これはロシアで特許を取得し

ています。

以上の理由から R.O.C.S.® は成分知識の豊富

な健康意識の高い方たちにぜひ薦めて頂きた

い製品です。特にパイナップル酵素（ブロメ

ライン）はタンパク質を柔らかくするとされ

ています。ブラッシング後は歯がツルツルに

なった感覚を実感でき、他のキシリトールや

ミネラル成分が美白など口腔内の健康状態を

サポートすることが特徴です。

種類もいろいろとありますが、インパクトの

 ErgoFinger Hygoformic TePe R.O.C.S. GumChucks PlaqueOff

ある黒いパッケージのホワイトニング *2 シ

リーズのセンセーション W がオススメです。

ツブツブ粒子の酸化チタンが徐々に口腔内で

小さくなっていくマルチスケーリングシステ

ムを採用しているので、気分はさながら自宅

で PMTC をしているような、荒研磨から艶出

しまでをしているような使い心地です。薬効

成分が含まれていない天然成分のため、一度

の使用で劇的な変化は起こりませんが、一本

分ブラッシングしたらその白さに病みつきに

なるはずです。

そして、ある程度着色の落ちた（一本使い終

わった）方には、ワンランク上の PRO シリー

ズへのステップアップが、ホームケアのモチ

ベーションにも繋がりやすく、オススメです。

PRO シリーズは必要以上に歯面を傷つけない

よう研磨剤も形状や柔らかさを工夫している

ので、センセーション W を使用してブラッシ

ングで白くなった歯の白さの維持に最適です。

日本でもメインテナンスに注目が集まってい

るようですので、この 2 ステップからなる

R.O.C.S.® のホワイトニングメインテナンス

プログラムをぜひお試し頂きたいと思います。

遠いようで意外と近い日本の方にもこの

R.O.C.S.® の歯磨剤の良さが伝われば嬉しく

思います。また、日本市場に適した新商品を

今後も発売していきたいと考えています。

Большое спасибо ! 
（ありがとうございました！）

" サーシャ " くんの愛称で知られるプロスケーター
プルシェンコ選手の息子さん（アレクサンドル プ
ルシェンコ）はロックス製品を愛用しています♪*1 DSM Group data, Jan, '2017

*2 ブラッシング効果による
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デンタルフロスの使用で差がつく「予防歯科」
フロスを習慣にする第一歩 ガムチャックス

ラウナ南大井デンタルクリニック
（東京都品川区）

歯科医師　田中　千久紗

ガムチャックス大好き！ ハンドル操作なので、子供でも出来る

後ろをカチッと押すと、リフィルが飛び出しおも
ちゃ感覚で楽しい！

指では届きにくい大臼歯でも簡単

現在、フロスは従来のロールタイプから
フレーバー付きのものまで、様々な種類
の商品が販売されています。ロールタイ
プのフロスは大臼歯のフロッシングが難
しく、またホルダー付きのフロスは大臼
歯まで届きやすくても、ただフロスを隣
接部に通すだけでは隅角部にプラークが
残存します。

その中で「ガムチャックス」はロールタ
イプのフロスとホルダー付きのフロスの
いいところを取ったフロスと言えるので
はないでしょうか。とくにフロス初心者
の方へお薦めします。

ある調査データで『歯科医院で受診した
診療科目』について調査した結果、欧米
は「歯の健康状態の診断」がアメリカ：
64.5%、スウェーデン：70.4% であっ
たのにたいして、日本は「ムシ歯治療」
が 66.6% と最も多く、残念ながら「予
防歯科」はまだまだ浸透していないこと
が分かります。

当院はコンセプトとして、「生涯の豊かな
生活のサポートをする」を掲げ、予防歯
科の啓蒙を日々の診療で行なっています。

そのため、カウンセリングに力を入れて
います。カウンセリングでは歯の構造や
歯周病、う蝕についてなどアニメーショ
ンなどを用いて説明を行い、まずは来院
者様にご自身の歯に興味を持っていただ
くことから始めています。また、歯ブラ
シなどの使用中のデンタルグッズについ
てお聞きしますが、こだわりを持ち選ん
で使用している方・使用しているデンタ
ルグッズの商品名を答えられる方は残念
ながらほとんどいません。また１日２回歯
磨きをするとお答えされる方は多いです
が、歯間ブラシやフロスの使用率は２割
程度です。その理由の大半は「やり方が
分からない」・「物が挟まった時だけ使う」
というものでした。

歯ブラシ単独の場合とフロスを併用した
場合のプラーク除去率は、歯ブラシ単独
が約 58% に対してフロス併用の場合、
約 86% とおよそ 30% プラーク除去率
を上げることを説明するとほぼ 100% の
来院者様は驚かれます。口腔内の pH は
6.8 〜 7.2 の中性にありますが、とくに
乳歯や萌出したての永久歯の場合、pH 
6.2 でう蝕になりやすい環境と言われて
いますので、３ヶ月前の検診でなかった

はずのう蝕が…！ということはめずらし
くありません。また、う蝕は隣接面から
の進行がほとんどで、そのほとんどはフ
ロスを使用していないのが原因です。

当院では 1 日１回フロスをしっかり通す
ようにと指導していますが、フロッシン
グに慣れていない方の場合、ロールタイ
プだととくに大臼歯のフロッシングが難
しく、お子様の仕上げ磨きの際、歯肉に
フロスを押し当ててしまったりと、逆に
フロスを嫌がる原因となってしまいます。

「ガムチャックス」はヌンチャクのような
２本のハンドルがついていますので、前
歯はもちろん、指では届きにくい大臼歯
も簡単にフロッシングを行うことができ
ます。実際フロスができなかった子ども
が、「ガムチャックス」を自分で持って楽
しんでフロスをしてくれます。カチッと
リフィルを取り外せるところも、おもちゃ
感覚で楽しいようです。

フロスを習慣にする第一歩として「ガム
チャックス」を私は自信を持ってお薦め
します。
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阿部デンタルオフィス
（東京都板橋区）

歯科衛生士　梅谷　有未

体にも良く安心な

ペットのデンタルケア

三匹の愛犬と暮らしている
犬バカ歯科衛生士です。職業
柄「犬たちの口腔ケアはばっ
ちり！！」の予定だったので
すが、嫌がる！逃げる！暴れ
る！噛む！のオンパレード、
過去に飼っていた子には本
気噛みをされ、何度流血した
ことか…上手に磨かせてく
れるのは、三匹のうち一匹、
しし丸君だけ。それもかなり
のあきらめ顔で渋々です。

「でもやらないと…」頭ではわかっていますがやっぱりできない！
仕事の後に押さえながら無理やり磨く体力と気力が残ってない事
もしばしば。。歯磨きを嫌がるお子さんに手を焼いている患者さ
んの気持ちがめちゃくちゃわかります。

患者さんには「気持ちを楽に、最初はお口を触られることになら
すつもりで。」「嫌がって暴れるときはこうやって。。」などアドバ
イスしていますが、我が犬には言葉は通じず。市販の歯磨きガム
も何度か試しましたが、それほどの効果も実感できないうえに、
カロリーや原材料、添加物のことを考えるとあまり与えたくない
な。と思っているうちに、我が子のお口が臭い出し、歯石もうっ
すらついてきました。。

このまま歯周病が進行し、私をぺろぺろ舐めるそのお口からの菌
のキャッチボールは絶対に避けたい。どうしたものかと思ってい
た時に「まずは二週間試してください」とプラークオフデンタル
バイツを勧められました。おやつで改善？基本は歯磨きだし。と
思いつつ使用開始！三匹のうちポメラニアンのしし丸は食べず。
トイプードルのなつめとチワワの大吉は喜んで食いつきました。

食べる二匹のお口の中は二匹とも生臭い口臭です。一日三粒、ド
ライフードみたいなカリカリの粒なので与えやすいし、小型犬に

このまま歯周病が進行し、私をぺろぺろ舐めるそのお口からの
菌のキャッチボールは絶対に避けたい。

② チワワ大吉一才→口臭弱、
歯石あり

① トイプードルなつめ五才→口臭強、
歯石あり

渋々磨かせてくれるしし丸

三匹の愛犬、左から　なつめ・しし丸・大吉

も安心の大きさです。大吉はカリカリ噛んでくれますが、なつめ
は丸飲みしました。丸飲みでも効果はあるそうです。

歯磨きを頑張ることなく二週間経過すると。
① なつめ→口臭減少、生臭さは少しあり。
    歯石量、プラーク量ほぼ変わりなし
② 大吉→口臭無し！ほとんど気にならない程度。
    歯石量、プラーク量ほぼ変わりなし
③ しし丸→一度も食べず。
チワワの大吉はもともと口臭が弱かったせいなのか、しっかり噛
んで食べていたせいなのか、二週間で口臭はほぼなくなりました。

一ヶ月経過すると
なつめ、大吉ともに口臭ほぼなし！

なつめの歯石とプラークが少し減ったような気がしました。正直、
口臭が無くなったことにはびっくりしました。しかもそれが二週
間程度で効果が出てきたこともです。二ヶ月続けると歯石やプ
ラークの沈着を抑制する、と記載されているので、継続して与え
てみたいと思います。

お口の健康には人も、動物も正しいブラッシングが一番、でも動
物相手にはなかなかそうもいかないのが現状です。そんなときに
プラークオフデンタルバイツのような安全で原材料がしっかりし
ているもので、なおかつ効果が期待できるものがあると心強いな
と思いました。できるときは気合でブラッシングをがんばりつつ、
毎日のケアはプラークオフデンタルバイツに任せます。

原材料のメインである海藻（アスコフィラムノドサム）について
調べたら、お口だけでなく体にも良い成分がたくさん含まれてお
り、免疫を活性化させる機能やガン細胞にも効果が期待できるそ
うです。その効果も魅力ですね。
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1,000 人以上の歯科衛生士…圧巻です！

赤い屋根がかわいらしいヴィズビーの街並み

空港では TePe イージーピックの
ポスターがおでむかえ！

2018年4月、スウェーデン歯科衛生士会の総会に参加しました。
毎年開催地が変わりますが、今年はスウェーデン最大のゴットラ
ンド (Gotland) 島での開催でした。多くの歴史的な建物や城壁、
素晴らしい自然を誇る、スウェーデンの人たちの旅行先にも人気
の島です。（日本でいう沖縄のような存在？！）

この総会は毎年 3 日間かけて行われますが、複数の講師による
様々なテーマの 2 日間フルのレクチャーに加え、前夜祭や、パー
ティーなどのエンターテイメントも充実しており、ほとんどの参
加者が泊りがけで来て、元同級生や同僚など、スウェーデン全土
の歯科衛生士仲間との再会や出会いを楽しんでいます。スウェー
デンには約 4,200 名の歯科衛生士がいますが、この総会には毎
年約 1,000 名の参加者があるそうです。約 4 分の 1 という参
加率に驚きました。年齢層も実に幅広く、20 代〜 70 代くらい
まで、様々な年齢層の歯科衛生士が参加していました。

開会は、スウェーデンとヨーロッパ全体での歯科衛生士会会長で
あるイボンヌ・ニブロム (Yvonne Nyblom）さんの言葉で始まり
ました。イボンヌさんは歯科衛生士になってから毎年かかさずこ
の総会に参加しているそうですが、前回ゴッドランド島で開催さ
れたのは 30 年前で、その頃イボンヌさんはまだ生後 5 か月の娘
さんを初めてパパ一人に預けて参加し、楽しかったけど家族が恋
しくてたまらなかったとのことで、ほほえましいスタートでした。

スウェーデンでは歯科衛生士の資格を持つ人の 85% が歯科衛生
士として勤務していますが、それでも歯科衛生士が常に不足して
いるとのこと。その背景には、近年歯科衛生士が活躍する場の増
加があります。スウェーデンでは歯科医院や訪問歯科での診断の
約半数は歯科衛生士によって行われているそうです。また、歯科
医院はもちろん、専門医クリニックや病院、リハビリ施設、介護
施設、緩和ケアの分野でも歯科衛生士が必要とされています。多
職種連携に伴い、医療知識の深い歯科衛生士や、リーダーシップ
を取れる歯科衛生士もますます必要とのことです。

今回、スウェーデンでここまで歯科衛生士が活躍していることの背
景に、歯科衛生士という職業に関わる全ての人が一丸となってこの
職業をもり立てているのだということを垣間見ることができまし
た。スウェーデン歯科衛生士会には約 85％の歯科衛生士が加入し
ているそうです。まず教育の質を高め、加えて充実した卒後教育を
提供し、知識と責任感と即戦力を備えた歯科衛生士を生み出します。
また労働市場や雇用者にも働きかけ、休暇や就業時間、労働環境な
ど、より働きやすい環境づくりの整備にも取り組んでいます。多く
の歯科衛生士は職業の質を高めたいと願っていますが、個人や少人
数で社会に影響を与えるには限界があります。この将来性があり社
会にも深く貢献できる職業を少しでも働きやすいものにし、長く続
けていくには、自分自身でも積極的に動いていく必要があるのだと
感じました。そのために、このような意識を高め、また皆で楽しめ
る会の開催はとても魅力的だと思いました。

Tandhygienist Dagarna 2018

（スウェーデン歯科衛生士会年次総会）

参加レポート
クロスフィールド株式会社

歯科衛生士　小林　亜子
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スウェーデン歯科衛生士会会長のイボンヌさんと筆者

スウェーデンの薬局で約 8 割の
シェアを持つ TePe の歯ブラシ。
シールには、“Sveriges mest 
köpta tandborste”
( スウェーデンで最も購入されてい
る歯ブラシ ) と書いてあります。

Hej Annica! 　ヘイ（スウェーデン語で”こんにちは”）　アニカ！

アニカさんはどうして歯科衛生士になろうと思ったんですか？

私は 1980 年まではデンタルアシスタントでした。でも、アシスタントだけで
なく、もっと責任のある仕事がしたい、患者さんそれぞれにもっと教育的なアプ
ローチをして、健康観を変えるお手伝いをしたい、と思うようになり、それがで
きる歯科衛生士の資格を取ろうと思いました。

どうして自分のクリニックを開業しようと思ったんですか？

歯科衛生士として 15 年間、公立の歯科医院や歯周病専門医のクリニックで働き
ました。スウェーデンでは歯科衛生士は歯周治療とカリエスの予防処置に関して
は独立開業することができます。私はさらに責任感を持って患者さんの歯周治療
に関わりたくて、2015 年に開業しました。

私は自分のペースで、“量より質”を重視して働きたいんです。患者さんと信頼
関係を築き、自分で治療計画を立てたり、アプローチ方法を考えたりするのは責
任も問われますが、とてもやり甲斐があり、楽しいです。もちろん、そのために
は全身疾患のことや薬のこと、読影についてなども知っておかなくてはいけない
ので、常に勉強と情報収集は欠かしません。いざという時のための外部の歯科医
師との関係もできているので心配はしていません。

毎日自分のペースで生活し、いい気分で目覚め、ゆっくり朝食を食べ、愛犬の散
歩をしてから自分のクリニックに向かいます。ストレスフリーで最高の気分で
す！日本にも優秀な歯科衛生士さんがたくさんいると聞いています。近い将来、
スウェーデンのように開業できるようになったらいいのではないかしら？！

アニカさん、ありがとうございました。
Tack så mycket! ( タックソミュッケ！スウェーデン語で“ありがとう”)

これが私のクリニックです。ストライプのカフェカーテン
や庭にあるような白いフェンスで、誰かのおうちのオープ
ンテラスにいるような気楽な雰囲気を作っています。

Interview

知る限り、海外からの参加者は自分ひとり… 知り合いがほとんど
おらず、ランチタイムやお茶の時間、パーティーの時には孤独で、
あやうく何度も壁の花になりかけましたが、勇気を出して周囲の歯
科衛生士さんたちに話しかけたところ、思いがけず話が盛り上がっ
たり（日本はやはり“クール！”みたいです　）、クリニックに遊
びにおいでと言っていただいたりなど、良い出会いがありました。

そのうちのひとり、ランチタイムにたまたま隣に座ってい
た、開業している歯科衛生士のアニカ・カルネマー（Annica 
Carnemar）さんに突撃インタビューをしてみたので、その様子
をページ下段に載せたいと思います！

1230 年ごろに建てられたセントニコライ教会にて前夜祭
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

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 お試し パック
ハンドル1セット、リフィル3個  ×10セット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。

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。

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

医療機器届出番号 13B1X00133000027

ラクスエーター・プラス

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  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

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（税別）

パープル 4,600 円
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 3,600 円
アソート 4 本

ブルー、グリーン、レッド、イエロー 14,000 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
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 14,000 円

医療機器届出番号 13B1X00133000007

Design By DentistsTM

・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

ラクスエーター・プラスによる抜歯の使用感 *

歯の長軸方向に対して
真直ぐに挿入します

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

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・プラスの使用方法 】

1 2 3

* 当社実施アンケート結果より

トロール咬合紙
医療機器届出番号 13B1X00133000048

湿潤下でもより精度の高い
咬合診断が可能

極薄８μ m
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）

プロフィーペースト Pro

ガムチャックス

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
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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

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

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）

MI パンチ

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

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

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　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）

KAI コーティング替刃メス
医療機器認証番号 219ABBZX00078000

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

P
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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

File Removing System

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
医療機器届出番号 13B1X00133000051

マイクロ フォーセップス

フォーセップス

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

販売名 MI パンチ
標準価格　5,000 円　10 本 / 箱（税別）

《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（税別）

NO.11 
1,000円（税別）

NO.12 
1,000円（税別）

NO.12B 
1,000円（税別）

NO.15 
1,000円（税別）

NO.15C 
1,000円（税別）

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

DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

商品名 KAI コーティング替刃メス
標準価格　各 1,000 円  20 枚 / パック ＠ 50 円（税別）
製造販売元：カイインダストリーズ株式会社
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犬用 猫用

60g
商品名

プラークオフ デンタルバイツ　愛犬用１袋60g
プラークオフ デンタルバイツ　愛猫用１袋60g
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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：
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Products Information

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

プラークオフ デンタルバイツ　愛犬用 お試し１袋10g
プラークオフ デンタルバイツ　愛猫用 お試し１袋10g

R.O.C.S.® の歯磨剤はハーブ由来の活性バイオ成分を高濃度に含ん
だ製品であり、「低温沸騰」と呼ばれる独自の生産技術で、成分の
特性を極力破壊させずに、本来の効果をそのままにとどめています。
天然由来の有効成分の多くは、通常の食品としても見かけられます。

ブロメライン（酵素剤）、キシリトール（香料）、リン（湿潤剤）、
カルシウム（湿潤剤）、マグネシウム（増粘剤）からなる複合体です

ブロメライン（酵素剤）：
お肉を柔らかくすることで知られる天然タンパク質分解酵素です。
優しくしっかりプラークを除去します *。

キシリトール（香料）：
お口のいやな匂いを包み込み、さわやかな息で口臭を予防します *。

ミネラル（グリセロリン酸カルシウム（湿潤剤）および塩化マグネシウム（増粘剤））：
ミネラルで口腔内の状態を改善し、口中を浄化します *。

Unique complex MINERALIN　ミネラリンって何？ 天然成分　R.O.C.S.® って何？ 

CALCIUM
カルシウム（湿潤剤）

BROMELIN
ブロメライン（酵素剤）

MAGNESIUM
マグネシウム（増粘剤） XYLITOL

キシリトール（香料）

PHOSPHAT
リン（湿潤剤）

ブ ロメライン は
パイナップル に
含まれています

口腔内を長時間
清潔に維持

* 歯を自然な白さ
にすることが可能

天然成分を主成分
とする口腔ケア

多彩なフレーバー
を提供

安全性を提供 口臭のない爽や
かな息に

Smart Oral Care

PRO デリケートホワイトニング *
フレッシュミント　135g

商品名：
ロックス PRO デリケート W FM

PRO デリケートホワイトニング *
スイートミント　135g

商品名：
ロックス PRO デリケート W SM

デリケートなトリプルシリカ（研磨剤）+ 天然酵素ブロメライン（酵素剤）
毎日使えるホワイトニング歯磨きで歯を白く輝かせ美しいスマイルをキープ *

* ブラッシングによる効果

ホワイトニングシリーズ PRO シリーズ

センセーションホワイトニング *　74g

商品名：ロックス センセーション W

着色汚れのある歯を効果的に白くし
清潔で健康的な歯を目指したい方向
けのホワイトニング *


