
プロフィーペースト Pro H
ハ ッ プ

Ap
～つややかな歯へ～
のぞみ矯正・歯科クリニック（新潟県新潟市）　川原 のぞみ・・・P.1

Greetings From… ProphyCare brand ambassadors!
プロフィーケア ブランドアンバサダーからのごあいさつ
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・・・P.2
Studio Chick 代表 /プレミアムデンタルケア恵比寿 代官山  歯科衛生士　片山 章子・・・P.2
フリーランス /ミラクルDH代表 /いとひや歯科クリニック  歯科衛生士　沢口 由美子・・・P.2
Add Colorer 代表  歯科衛生士　工藤 彩加・・・P.2
株式会社Tomorrow Link  代表取締役  歯科衛生士　濵田 智恵子・・・P.2
アップルデンタルセンター  （東京都西東京市）歯科衛生士　花岡 佑み子・・・P.2

ラクスエーター・プラス P シリーズ
軟組織、硬組織への損傷を最小限に抑えた低侵襲抜歯のための必須アイテム
歯周病治療専門クリニック SPIDO（大阪府大阪市）歯周病専門医　辻 翔太・・・P.3

スプリーム歯ブラシが新しくなって
サステナブル素材になりました！
スマイル歯科（福岡県久留米市）歯科衛生士　水町 幸恵・・・P.5

患者さんが効率よくセルフケアできる歯ブラシを処方したい！
～ TBI から OHI へ　TePe 歯ブラシの処方、はじめました ～
フリーランス歯科衛生士　西尾歯科（大阪府茨木市）　歯科衛生士　下川床 里美・・・P.6

出会って 20 年！ TePe 愛を語る
歯科衛生士教育会社（株）ラ・プレシャス代表  歯科衛生士　岡村 乃里恵・・・P.7,P8

インプラントの自己メンテナンスは適切な歯ブラシの選択が重要！
TePe ユニバーサルケアとインプラント矯正ブラシの活用
東京ステーション歯科クリニック（東京都 中央区）歯科衛生士　岩井 理子・・・P.11

世界中で愛されるガムチャックスフロス
〜国際的に活動する歯科衛生士たちが感じる臨床現場でのガムチャックスの可能性〜
国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n　日米歯科衛生士　藤森 直子・・・P.12

歯科衛生士にも、患者さんにとっても負担が少ない
エルゴフィンガー エアーフロー用ノズル
オーラル美容家　予防審美専門歯科衛生士　井上 ゆう・・・P.13

歯周基本治療を成功させるために耐久性を追求したグレーシーキュレットの選択
～シャープニングフリーで長い耐用年数、身近にできる SDG ｓへの取り組み～
医療法人真摯会 クローバー歯科クリニック（大阪府豊中市）歯科衛生士　成田 千紘・・・P.14

無痛治療を目指す先生へ
パロジェクトシリンジの特徴
くげぬま海岸歯科クリニック（神奈川県藤沢市）歯科医師　三浦 陽平・・・P.15

クリアで明るい視野によってもたらされる鮮明な治療情報と高い診療効果
ピュアリフレクト　ミラー
鎌倉デンタルクリニック（神奈川県鎌倉市）院長　三橋  晃・・・P.16

小児用ラバーダムフレームについて
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・・・P.17

新型コロナウイルスの感染予防対策におけるマスクの選択
ー 高機能 アベビータプロテクトマスクの特徴 ー
キャビネ・ラピヌー（千葉県浦安市）歯科衛生士　川島 遥香・・・P.18

クロスフィールド新ホームページのご案内・・・裏表紙

クロスフィールド商品情報誌

デンタルワールド
www.crossf.com
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当院に新しく『プロフィーペースト Pro HAp』が仲間入りした。ナ
ノ粒子ハイドロキシアパタイト含有・ワンステップ。果たしてどのよ
うなものかと期待する。

当院の所在地は子供のむし歯の少ない新潟県である。当院の特徴とし
ては、矯正歯科の割合が多い。また、患者様だけでなく、ご家族も口
腔内への関心が強い。そのためか、定期健診でクリーニングを希望さ
れる方が多いように思う。今まで定期健診が長く継続できるよう、患
者様の満足度を気にかけてきた。より良いものを取り入れたい気持ち
はあったが、開業後何年か経ち、PMTC ペーストは効果のわかる同
じものを購入していた。そこに紹介いただいたのが『プロフィーペー
スト Pro HAp』である。

『プロフィーペーストPro HAp』について、約3か月間、使用感を考え、
PMTC前後の口腔内写真を撮影、施術後の患者様の感想をお聞きした。
プロフィーペーストと言えば、大学時代から使い慣れており、その進
化形と思うと信頼感が増す。そして結果は良好で、満足のいくもので
あった。

このペーストは、水色で濃い青の粒が混ざっている。患者様もその形
状に興味を示していた。青い粒は触るとざらざらするが、PMTC 中
着色を落とし、その後、歯につやが出てきているのを感じた。歯みが
き剤などの味が苦手な方にも使える。

以下は患者様の感想である。
・ ざらざらしているけど、クリーニング中、痛みは感じない。
・ ミント味だが、強い味ではなく普段使っている歯みがき粉より優し

い味ですごく良かった。この味なら小さい子供にも大丈夫だと思う。
・ 特に嫌な感じはしない。

PMTC 前後の口腔内写真からは、大体の方で歯の色がワントーン上
がった。つやが出るため光の当たり具合も変わる。白くてきれいな歯・
歯並びに憧れる人は多い。口腔内写真で効果を患者様に説明しやす
かった。もともと歯が白い方は見た目の変化は感じにくいが、歯がつ
るつるになりとてもきれいになったと喜んでいる方が多かった。

『プロフィーペースト Pro HAp』の使用で喜びの声を聞くと、継続使
用したくなる。実際、当院の数あるペーストの中で使用頻度は高くなっ
た。また、このペーストを取り入れることで、マンネリ化していた
PMTC を脱し、患者様とのコミュニケーションを図ることとその効果
から定期健診継続を期待できる。

さらに『プロフィーペースト Pro HAp』は従来の PMTC ペースト複
数 + ハイドロキシアパタイト含有ペーストの役割を 1 つで賄える優
秀なペーストだと思う。診療を時間短縮でき、経済的ともいえる。

のぞみ矯正・歯科クリニック
（新潟県新潟市）

　川原 のぞみ

『プロフィーペーストPro HAp』使用後。つるつるになったと喜んでいただけた。

プロフィーペースト Pro H
ハ ッ プ

Ap
　　　 ～つややかな歯へ～

『プロフィーペースト Pro HAp』は
従来の PMTC ペースト複数 +
ハイドロキシアパタイト含有ペーストの役割を
1 つで賄える優秀なペースト

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

ハップ

directadental.com

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
販売名：プロフィーペーストPro　　医療機器届出番号13B1X00133000027

当院で見守る猫たち 猫のいる歯医者と覚えてもらえる

1  | Dental World Vol.39



歯肉退縮のある患者さんには迷わずプロフィーペースト Pro 
HApを選びます。根面に付着したプラークをやさしく除去でき、
ツヤのある歯がワンステップで効率よく得られます。

歯科衛生士になり初めて出会ったペースト材がプロフィーペー
ストPro でした。
研磨剤の粗さによる違いや使い分けも分からなかった新人時代。
今では 6 種類ものバリエーションがある
ことが臨床で大いに役立っています。口腔
内の状況に合わせてペースト材を組み合
わせられることが魅力ですね。

最新のプロフィーペースト Pro HAp を臨床活用しています。
微粒なハイドロキシアパタイト成分で整えながら研磨する能率
の良さで得られるハイクオリティな仕上がりを実感しています。

私が学生時代の授業でも使われていたプロフィーペースト。歯
面への伸びが良く、患者さんのプラークの付着や歯面の状況に
より選択ができることが魅力です。常に変化し続けるのも魅
力、だからこそ今でもずっと身近にある、
PMTC材料の一つです。

既存の、汚れの程度に適して 4 種から選べるペースト、そして
新しくラインナップしたワンステップタイプの２種のペースト
（パープルと HAp）。プロフェッショナルとしてこれらの特徴を
理解し、臨床にて使い分けています。

メインテナンスに入る前のセルフケアの強化や治療によってプラークリテンション
ファクターを減少させている事が大前提です。患者さんのプラークコントロールが
苦手な部位にはどうしてもプラークの付着があります。その厚みに合わせてペース
トを選択しています。パープルの出番が一番多いです
が、厚くぬめりが強い時はグリーンを使用しています。
プロフィーペーストを使用することでより患者さんに
合わせたペーストを選択することができるようになり
ました。

スウェーデンデンタルセンター
（東京都千代田区）

日本歯周病学会認定歯科衛生士
日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士

歯科衛生士　加藤 典
Add Colorer 代表

歯科衛生士　工藤 彩加

Studio Chick 代表 /
プレミアムデンタルケア恵比寿 代官山

歯科衛生士　片山 章子
株式会社Tomorrow Link　代表取締役

歯科衛生士　濵田 智恵子

フリーランス /
ミラクルDH代表 /

いとひや歯科クリニック

歯科衛生士　沢口 由美子

アップルデンタルセンター
（東京都 西東京市）

歯科衛生士　花岡 佑み子

Greetings From… ProphyCare brand ambassadors!
プロフィーケア ブランドアンバサダーからのごあいさつ

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

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)あり
商品名 プロフィーペースト Pro
 販売名：プロフィーペースト Pro　　医療機器届出番号 13B1X00133000027

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 3,900 円（税込 4,290 円）

アソート 4 本
ブルー、グリーン、レッド、イエロー 15,200 円（税込 16,720 円）

単回使用 ２ｇ カップタイプ　144 個 / 箱
各 1 箱 
パープル 21,000 円（税込 23,100 円）

ブルー、グリーン、レッド、イエロー 16,000 円（税込 17,600 円）

Products Information

Dental World Vol.39 |  2



ラクスエーター・プラス P シリーズ
軟組織、硬組織への損傷を最小限に抑えた
低侵襲抜歯のための必須アイテム

近年、患者のニーズの多様化により、インプラント治療を希望する患
者は増加し続けています。そのため、抜歯時にリッジプリザベーショ
ン（歯槽堤温存術）や即時埋入を行う機会が増えてきています。抜歯
時に、こういった歯周組織を損傷してしまうと、抜歯後に更なる侵襲
が生じ、これによりさらなる組織破壊が生じてしまうため、抜歯窩周
囲の軟組織、および硬組織を可能な限り温存することが非常に重要と
なります。

歯周病治療専門クリニック SPIDO
（大阪府大阪市）

歯周病専門医　辻 翔太

左記の表は、フラップを開いて抜歯した後の抜歯部位の頬舌幅の変化
量と、フラップレスでの抜歯時の抜歯部位の頬舌幅の変化量の比較に
なります。フラップを開くということは、抜歯窩に外科的侵襲がある
ため、抜歯部位の頬舌幅が優位に減少してしまいます。ラクスエーター
を使用し、抜歯窩周囲の組織の損傷を最小限に抑えることは、抜歯窩
の治癒に大きな影響を及ぼすことがわかります。

ラクスエーターは、通常のヘーベルよりも厚みが薄いため、歯根膜腔
に的確に挿入できるだけでなく、歯肉、歯槽骨を必要以上に圧迫する
ことなく、歯根を脱臼することができます。例えば、上顎前歯の頬側
の骨の厚みは平均 0.5mm 程度です。この薄い頬側骨を骨折させてし
まうと、即時埋入を中止しなければいけなくなり、トータルの手術回
数が増えてしまいます。また、抜歯により喪失してしまいやすい、歯
間乳頭についても、このラクスエーターを使用することで、軟組織損
傷を最小限に抑えることができ、組織の温存につながります。

主として使用するラクスエーターのストレートとカーブは、根の形態
を考慮して使い分けするのが良いでしょう。根面に沿って押して使用
するため、大臼歯のように、アクセスが難しい場合や歯根が開いてい
る歯の場合はカーブを、前歯のような、歯根面に平行に挿入できる場
合は、ストレートを使用するのが良いでしょう。（図1)

フラップ形成を行い抜歯した後の歯槽堤の頬舌的変化量

フラップ形成をせずに抜歯した後の歯槽堤の頬舌的変化量

Author 頬舌変化量 [mm]
・Lekovic et al. (1997) 4.40mm
・Lekovic et al. (1998) 4.56mm
・Iasella et al. (2003) 2.60mm
・Barone et al. (2008) 4.50mm

Author 頬舌変化量 [mm]
・Oghli et al. (2010) 0.3mm
・Vera et al. (2012) 0.6mm
・Brownfield et al. (2012) 1.3mm
・Degili et al. (2012) 0.8mm

歯肉縁下のため保存不可と判断した

舌側からコントラアングルタイプのP3を挿入し、
歯根膜腔を拡大する

ラクスエーターを使用し抜歯することで、
軟組織にほとんど損傷なく抜歯できた

図1： 前歯の場合はストレートタイプ 
臼歯の場合はカーブタイプが使用しやすい

ストレート カーブ

全体的に拡大することで、周囲の組織に損傷を加えるこ
となく、抜歯することができた

ストレートタイプの P1 を使用し、
頬側から歯根膜腔を拡大する

感染予防 予防歯科 診療補助 インスツルメント 外科用器具 デンタルミラー 切削研磨バー
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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）  52,000 円 ( 税込 57,200 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）  52,000 円 ( 税込 57,200 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）  90,000 円 ( 税込 99,000 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,S5S,S3CA,P1,P2,P3,P4  15,000 円 ( 税込 16,500 円 )/ 本

単品　1S、DE3、DE5  17,000 円 ( 税込 18,700 円 )/ 本

単品　3S チタン、2S チタン  19,000 円 ( 税込 20,900 円 )/ 本

単品　DE3 チタン、3A チタン  21,000 円 ( 税込 23,100 円 )/ 本

シャープニングツール  3,500 円 ( 税込 3,850 円 )/ 本

販売名：ラクスエーター・プラス　　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

ラクスエーター ･ プラス P シリーズ

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

販売名：ラクスエーター・プラス　　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 15,000 円 ( 税込 16,500 円 )
PK4 4 本セット 標準価格 52,000 円 ( 税込 57,200 円 )

Luxator P-series
User 

friendly 
instruments

■ 特徴
小さくてつかみにくい歯根の一部は通常のツイーザーやプライヤーで把持するのは困難だ
が、先端に特徴のあるラクスエーター・ルートピッカーはより簡便な把持及び除去が可能。
手になじんで滑りにくいホール加工をハンドルに採用。

直 （単品） 標準価格 12,000 円 / 本 （税込 13,200 円）
曲 （単品） 標準価格 12,000 円 / 本 （税込 13,200 円）
2 本セット （直、曲） 標準価格 21,000 円 （税込 23,100 円）

販売名：ラクスエーター・ルートピッカー
医療機器届出番号　13B1X00133000033

* オートクレーブ対応

商品名  ラクスエーター・ルートピッカー

曲

直

Luxator Root Picker

Hygoformic Bio

FenderMate

Luxator Periotome

ラクスエーター・ルートピッカー
抜歯中に使える新感覚のインスツルメント

ハイゴフォーミック B
バイオ

io
抜歯中に使える新感覚のインスツルメント

フェンダーメイト
手軽にコンタクトポイントを形成できるマトリックス

商品名  ハイゴフォーミック B
バイオ

io　

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

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

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　

アソート 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　各 18 個）/ 計 72 個 ＠ 310 円

単品 各 1 箱 標準価格 8,000 円 ( 税込 8,800 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 33,000 円 ( 税込 36,300 円 )

（レフト N, レフト R, ライト N, ライト R）/100 個 ＠ 260 円
販売名：フェンダーメイト　　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

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滑りにくいホール加工

歯科医師考案の安定した
把持が可能な先端部

● 商品名
プラークテクト・ペレット レッド
3 日以内に付着したプラークを判別

標準価格　3,000 円（税込 3,300 円）/ 
100 ペレット

● 商品名
プラークテクト・ペレット ブルー
3 日以内に付着したプラークと
4 日以上付着しているプラークを判別

標準価格　3,000 円（税込 3,300 円）/ 
100 ペレット

● 商品名
プラークテクト・ペレット イエロー
※ 青色 LED を当てた時だけプラー

クが黄色に反応するので、通常
時は目立たない

※青色 LED ライトをご使用下さい。

標準価格　7,000 円（税込 7,700 円）/ 
200 ペレット

3日以内に付着したプラークが赤紫色に
反応して直近の磨き残しを確認できる

4日以上付着しているプラークが青紫色に
反応して常に磨き残している部分を確認できる

プラークテクト・ペレット ブルーを使用

PlacTectPellet  プラークテクト・ペレット
充実したスウェーデン式 TBI に欠かせない歯垢染色シリーズ
・液の飛散がないペレットタイプ
・ミントフレーバー

販売名：ハイゴフォーミック
医療機器届出番号13B1X00133000065
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SDGs（Sustainable Development Goals ＝持続可能な開発目標）
という言葉も身近に感じるようになった昨今。サステナブルとは人間
の活動が自然環境に悪影響を与えず、長期間に渡って実施し続けられ
ることと言われています。歯科からの SDGs への取り組みはまだま
だ少ないですが、予防先進国スウェーデン発 TePe の口腔ケアグッズ
のほとんどはサステナブル商品となります！（ちなみに、TePe の商
品は再生可能エネルギーを100%使用して作られています♡）

TePe の中でも人気のスプリーム歯ブラシ、新しくなってどこが変
わったのでしょうか？
① 大きく変化したのはハンドルの材質になります。バイオベース高

密度ポリエチレンとグリップ部にはバイオベース TPE を使用して
おり、従来と比べると CO2 が 50% 削減されています。触れた感
覚はわずかな凹凸があるため指先が滑りにくく、安定した持ち手
になります。

② ハンドルの色が変わりました。淡く優しいパステルカラーの６色
展開です。

③ スプリームコンパクトのネック部分が 5mm 長くなりました。ス
プリームと同じ長さです。肩の位置が下がったことで前歯部に当
たることなく最後臼歯部までしっかりと届きやすくなっています。

スプリーム歯ブラシが新しくなって
サステナブル素材になりました！
お勧めの使用方法はズバリ２本使い。忙しい朝などはラウンド毛のセレクト
や GOOD で手早く歯面を磨き、比較的ゆっくりしている夜にスプリームを
使用しています。一度に２本使いではないので患者さんからも好評です。

スプリーム最大の特徴、長くしなやかなテーパー毛と短めラウンド毛
の二段構造のヘッド部は変化なし。テーパー部の長さが 3 〜 3.3mm
と長いため歯間部に届きやすくラウンド毛部が潰れる事なく歯面にあ
たります。

使用方法は 45 度の角度で歯周ポケットを狙い振動を与えるように小
刻みに動かすと歯頸部のプラークが落としやすくなります。またネッ
クを曲げて使用できるため手首が曲がらない方などにも人気で、歯列
に合わせたオリジナルの歯ブラシをカスタマイズすることができます。

私自身スプリームの愛好者で、歯肉の痛気持ちいい感覚を感じながら
毎日磨いています。
お勧めの使用方法はズバリ２本使い。私は嘔吐反射が激しく、時間を
かけての歯磨きができません。忙しい朝などはラウンド毛のセレクト
やGOODで手早く歯面を磨き、比較的ゆっくりしている夜にスプリー
ムを使用しています。一度に２本使いではないので患者さんからも好
評です。ぜひ皆さんも取り入れてみてください。

地球に優しいTePe商品で、SDGsに参加してみませんか？

スマイル歯科
（福岡県久留米市）

TePe Extended Clinical Team

歯科衛生士　水町 幸恵

スプリームコンパクトの新タイプはネックが5mm長くなった

手で圧を加えてネックを曲げることができる スマイル歯科集合写真

淡く優しいパステルカラーの６色展開

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

スプリームコンパクト

旧タイプ

新タイプ

5mm
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歯科衛生士にとって患者さんのプラークコントロールで
行き詰まりを感じている人は、多いのではないでしょうか。
もちろん、私も日々悪戦苦闘しています。

ある時、後輩歯科衛生士に『患者さんのプ
ラークコントロールのレベルが上がらないん
です』と悩みを打ち明けられました。同じ頃、
別の後輩が患者さんにTBIをしている姿を見
かけました。まさに TBI(Tooth Brushing 
Instruction) ＝歯磨き指導を、真面目に、一
生懸命に行っていました。その様子を見て、
“ここに問題あり ?!”…。
歯（Tooth）磨きの正しい方法を教えるだ
けではなく、もっと OHI（Oral Hygiene 
Instruction）＝口腔衛生指導、口腔（Oral）
を意識した患者指導の必要性を感じました。

私も数々の失敗を繰り返してきました。どう
しても、口の中のプラークばかり目が行きが
ちですが、OHI を通して感染のコントロー
ルをしていくことが全身健康の改善につなが
り、病気の再発も防ぐことができると言えま
す。そのためには、『私に何ができるだろう…』
そんな時、『ラウンド毛で平切りタイプの歯
ブラシを導入したい』という話を持ちかけ
られました。TePe ファンの私は、すぐに、
『TePe のセレクト歯ブラシを導入しよう！』
と提案しました。
その理由の１つに、セレクトの毛先は丸く綺
麗にカッティングされていることです。この
ラウンドカットの顕微鏡写真を見た時、だか
ら歯肉に心地よく、効率良くプラークが除去
できるのだと確信しました。

患者さんが効率よくセルフケアできる歯ブラシを処方したい！
～ TBI から OHI へ　TePe 歯ブラシの処方、はじめました ～

そして、ただ単に TePe の歯ブラシを導入
するだけでなく、導入をきっかけに医療面接
を今まで以上に行い、歯科衛生士一人一人が、
TBI からOHI へ意識を統一し、『どうすれば、
効率よく磨けるようになるのか』『この患者
さんの口腔内なら、どの歯ブラシが良いのか』
を選べる、つまり“歯ブラシを処方する”と
いう考え方にシフトすることで、クリニック
に新風が吹くのではないかと考えました。
まずは、メーカーからの説明会を通して、処
方する側の歯科衛生士が歯ブラシの特徴を理
解し体感できる場を設けました。事前にカラ
フルでかわいい TePe 歯ブラシのサンプル
が届いた時は、皆のテンションが上がりまし
た！その後、現状の歯ブラシの販売数を確認
し、新規導入の歯ブラシの販売目標本数を決
めていきました。スタッフの意見を中心にコ
ミュケーションをとりながら、販売促進チー
ム・ディスプレイチーム・在庫処分チームに
役割分担し、院長の西尾先生に相談しつつ何
度も相談を重ねながら進めました。

その結果、まずは下記の TePe 歯ブラシ基
本の4種類を導入することになりました。
① セレクト（ソフト） 
② セレクトコンパクト（ソフト） 
③ スプリーム 
④ スプリームコンパクト です。

フリーランス歯科衛生士
西尾歯科

（大阪府茨木市）
TePe Extended Clinical Team

歯科衛生士　下川床 里美

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

この基本の４種類は新人歯科衛生士でも迷う
ことがないように、処方ガイドなど患者説
明ツールも準備し、スタートしました。半年
が経った今、TePe の導入によって、歯ブラ
シの物販は導入前と比べると２倍の販売数に
なっています！

このような結果につながったのは、TePe 歯
ブラシの質の良さ、ユニバーサルデザインで
あることや、簡単にプラークを落とせるよう
に設計されている等の特徴をスタッフが理解
できたこと、またハンドルカラーのバリエー
ションが豊富なところも患者さん受けが良
かったポイントだと思います。
ただ…色に関してはどうしても寒色系が残り
やすい傾向がありました。
今ではセレクトコンパクト ソフトのカラーハ
ンドルであれば人気カラー６色から単色で購
入できるようになったので、より色選びを楽
しんでもらえるようになって嬉しいです。

今回の変化で、スタッフが一丸となって取り
扱う歯ブラシを詳しく知り、そして“歯ブラ
シを処方する”という考え方に近づけたので、
自信を持ってお勧めできるようになったこと
も大きかったと感じています。
これからも、患者さんに喜ばれる高品質なセ
ルフケア製品の処方を、皆で目指していきた
いと思います。

単色指定購入ができるようになった人気の6色西尾院長と歯科衛生士メンバー
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TePe 製品を長く愛用してきてお伝えしたいこ
とはたくさんあります。その中から悩みながら
３つピックアップいたしました。

◦ TePe 製品への愛と推し２つ
◦ TePe のポスター作っちゃった！に至るお話
◦手に取って学べるラプトレ OSAKA

現在は株式会社ラ・プレシャスの代表として、
15年ほど歯科衛生士の育成を行っています。
医院へ出向いての研修、弊社の研修施設・大
阪にあるラプトレ OSAKA での個人レッスン、
SRP コース、動画サービス「ラプレッスン」
の配信、教育教材の制作、デザイン事業と好き
なことを１つずつ形にしながら、歯科衛生士を
長く続けています。

「岡村さんいつも楽しそうですね！」と言われ
ます。―はい、その通りです！オンもオフもな
いくらい忙しいですが、ニヤつきながら過ごせ
ているのは、たくさん学び、工夫してチャレン
ジして、うまくいくこと・うまくいかないこと
を経験し、現在もチャレンジをしているからだ
と思っています。

今では、好きが溢れ、皆さんに歯科衛生士の仕事の
楽しさに気づいてほしくて研修を行なっています。

歯科衛生士教育会社
（株）ラ・プレシャス代表

歯科衛生士　岡村 乃里恵

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

私は、考えて、工夫して、そして患者さんと喜び合うことのできる
歯科衛生士の仕事が好きです。
好きが高じて、歯科衛生士育成に携わっています。
私が TePe 製品に出会って、気づけば 20 年近く経ちました。
今では欠かすことのできない、大切なパートナーの歯ブラシについて
語らせていただきます。

出会って 20 年！ TePe 愛を語る

研修の中でも、早くから満席になるセミナーの一
つに“TBI が苦手な衛生士集まれ！伝わる TBI”
というセミナーがあります。1 日かけて TBI を
学んでいただくのですが、セミナーの冒頭で必
ず「私、TBI が好きです！」とお伝えします。

私が嬉しそうに「TBI が好きです！」と言える
ようになったのは、実は TePe との出会いが
あったからなんです。

■ TePe との出会いは、20 年ほど前！
２人目出産後に復帰した歯科医院で、TePe セ
レクトとワンタフトブラシ「コンパクトタフト」
に出会いました。20 年前の歯ブラシは小さめ
ヘッドが中心でした。ペングリップだと持ちや
すい細めのハンドルが多かった中、TePe セレ
クトを初めて見た時には正直「こんな大きい歯
ブラシ磨きづらいやん！」と思ったことを今で
もしっかり覚えています。

その頃、何度ブラッシング指導をしても PCR
が改善しない男性の患者さんがいました。
どうしていいのかわからないまま「一度歯ブラ
シを変えてみましょう」と TePe セレクトを
処方し、次回来院時に確認してみると、驚くほ
ど磨き残しが減っているのです。私が喜ぶ姿を
見て、患者さんが教えてくれたことがあります。

「今までの歯ブラシと同じように５回動かして
も、新しい歯ブラシはしっかり当たっていると
感じる」

「何度練習してもうまくできなかったけど、歯
ブラシを変えると磨けるんだね」と言われた時
に、多くのことに気づきました。

・自分が使いやすい歯ブラシを処方していたこと
・自分のやり方を押し付けていたこと
・ 患者さんのバックグラウンドや口腔内を見て

歯ブラシを処方する大切さ、、

歯ブラシをキチンと勉強しようと決めたのは、
TePeセレクトに出会ったおかげです。

これを機に歯ブラシについて学ぶと、改めて歯
ブラシの持つチカラに気づき、それを伝えたい
気持ちが生まれました。
相手に理解してもらえるための伝え方は？と考
えながら説明すると、少しずつ目の前の患者さ

んの歯肉が変化し始めたのです。

昔も今も変わらず患者さんには「岡村さん、ほ
んとうに歯ブラシが好きなのね〜」と笑ってい
ただけます。
処方した歯ブラシを渡して終わりではなく、使
いこなせるようになるまで患者さんをサポート
したいと思っています。

チャレンジ話の一つですが、歯ブラシのチカラをもっと
伝えたいと、17 年ほど前にブラッシングショップを開い
ていたことがあります

■ 岡村の“今”推し商品
全てのラインナップが好きなんです。
 一人一人違う口腔内に対して、適した歯ブラ
シを選ぶとなると、スタンダードな歯ブラシ
だけではなく、スプリームのような歯間部に
挿入しやすい歯ブラシや、知覚過敏・強い炎症
時に処方するジェントルケアのように柔らかい
歯ブラシ、、と種類は必要だと思っています。
TePe 製品には“こんな時どうしよう？”を解
決するラインナップが揃っています。

TePe 製品を使用して 20 年、全ての商品を
知ってる！と思っていたのですが、最近驚く発
見がありました。存在は知っていましたが、手
にする機会がなかった商品「ミニフロッサー」
です。
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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

勝手にこんなPOPも作って、密かに普及活動を行なって
います

小林さんとTePeを語った日の写真

いただいたのを機に使用してみたところ、対合
歯でゆっくり噛みながら通す、その感覚が面白
い！何度もカチッカチッと噛む感覚が楽しく
て、フロスを入れることを楽しんでしまう商品
でした。

叢生部などの狭いコンタクトにはもちろん、フ
ロスの習慣付けが課題の患者さんにもおすすめ
しています。
「面白くてまたやりたくなっちゃうフロスがあ
るんですよ〜」と言いながら噛んでもらってい
ます。

■ 岡村の“ずっと”推し商品

推し商品２つ目、それは「コンパクトタフト」
です。
コンパクトタフトも歯ブラシ同様、毛の長さ、
毛束の量で使用目的が変わります。

タフトブラシは、小さいがためにどこを磨いて
いるのかわからなくなることがあるのですが、
少し不器用さんにもお勧めすることができるの
がTePeの「コンパクトタフト」です。

安定感が出るように考えられた、フィラメント
の長さと量。
700 本のフィラメントがしっかりとプラーク
を除去してくれます。
形状もドーム状になっていて、最後臼歯部や、
下顎舌側、叢生部位など、スタンダードでは
届きづらい部位を磨くために作られた歯ブラ
シです。

私は20年愛用し続けています。
子供の仕上げ磨き、わんこの歯磨き、知り合い
にプレゼントした数は数え切れない、、、それほ
どの推し商品です。

■ そして、TePeのポスター作っちゃいました！
テペ好きの私が、昨年 TePe のポスター制作
をさせていただきました。弊社は教育会社です
が、人に伝えるためにはデザインのチカラが必
要と考え、4 年ほど前からデザイン事業を行
なっています。

ご縁がつながり、クロスフィールド社の歯
科衛生士 小林さんと出会いました。2 人で
TePe について語り合い、ポスター制作の依
頼を受けた時の私の嬉しさは言葉にできない
ほどでした。

多くの歯科衛生士さんに TePe 製品に興味を
持っていただき、そこから患者さんに広がって
いくことを想像しながら制作したポスター。

研修で医院にお伺いした時にポスターを目にす
るとニンマリしています。
たくさんの医院にこのポスターが飾られ、患者
さんがオーラルケア製品に興味を持っていただ
けたらと思います。

■ 手にとって学べるラプトレ OSAKA
私たちは歯ブラシを処方するプロとして、各
メーカーから出ている歯ブラシの特徴などを
知ってほしいと思い、弊社の研修施設「ラプト
レOSAKA」には手に取りやすい場所に
歯ブラシをたくさん並べています。

少しクスッとするPOPをつけての展示です。
写真オッケー！そのまま真似てもらってもオッ
ケー！とお伝えしています。

研修に来られる歯科衛生士さんは、TePe 製
品を手に取られ、自分に合う歯ブラシ選びを
されています。

患者さんにも同じように、
• 自分の手で隅々まで清潔にすることで、お口
の健康だけではなく身体の健康につながること

• 歯ブラシには多くの種類があり、その中から
自分に合ったセルフケアグッズを選ぶことが
大切
ということを知ってほしいと思います。

歯周病予防、治療、管理には歯ブラシや、歯間
ブラシは必要不可欠です。
そのためには、患者さんにどのように伝えるか
が大事です。

今後も、わかりやすいセミナーを行い、歯ブラ
シについて楽しそうに語ることができる歯科衛
生士さんを育てていきたいと思っています。

← こちらのポスターをご希望の方は、 
取引先歯科商店様へご請求下さい。 
（A3サイズ：無料）
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products InformationProducts 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

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

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

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

Products Information

2022
~2023 ＃ 9

コーラル
ピンク

＃ 12
ピンク

＃ 13
イエロー

＃ 7
ターコイズ

ブルー

＃ 14
ライト
ピンク

＃ 8
アップル
グリーン

セレクトコンパクトソフトの
ハンドルカラーが
６色から選べるように
なりました
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インプラント・矯正ブラシにてインプ
ラント周囲粘膜溝へ歯ブラシを当て
る。歯ブラシの幅が細く歯冠長が長く
ても適切に歯ブラシの毛先が届く。

ユニバーサルケアは口蓋側のインプ
ラント上部構造の歯冠長が長く、更
に形態が不自然に突出している部位
も歯ブラシの毛先が届きやすい。

柄が屈曲していることにより、
視野が確保されやすい形態と
なっている。

メンテナンス後、インプラン
ト周囲粘膜の炎症の改善が診
られる。

インプラント・矯正ブラシはイ
ンプラント上部構造ポンティッ
クの基底部にも毛先が届く。

来院時のインプラント周囲疾
患を発症している状態。

この約 20 年で開業医の臨床現場でインプラント
治療が急速に普及しました。近年の調査では、歯
科医院数 68 千件のうち約 35％の歯科医院でイ
ンプラント治療が行われ、年間約 45 万本のイン
プラントが埋入されていると推測されています。
（2016 年度版、歯科器械・用品年間より 1）） インプラン
ト治療を行っていない歯科医院でも、口腔内に
インプラントが装着されている X 線写真を見る
ことは、決して珍しくないでしょう。2015 年
の Derks J らの報告 2）によると荷重後インプラ
ント周囲疾患の罹患率は、インプラント周囲粘膜
縁が 43％、インプラント周囲炎が 22％となり、
決して希な疾患ではないことを示しています。更
に 2017 年のワールドワークショップで、歯周
病とインプラント周囲疾患の分類のコンセンサス
レポート 3）からインプラント周囲粘膜炎の治癒期
間は 3 週間以上かかると報告されています。天
然歯よりも治癒期間がかかるのです。

このことから我々歯科衛生士は専門家としていかにイ
ンプラント周囲疾患を発症させないように、また発症
している場合の自己メンテナンスについて、患者へ原
因やどのようにコントロールすれば良いかの具体的な
指導をし、天然歯よりも治癒期間がかかることを伝え
根気強くサポートすることが必要となります。

患者に伝える2つの事項
1. インプラントは人工物であるため虫歯にはなら

ないが歯周病と同じ嫌気性菌に感染すること。
2. インプラントは周囲疾患を発症した場合、天

然歯よりも治るのに時間がかかること。

上記の事を理解してもらい、インプラントの自己
メンテナンスはインプラント周囲粘膜溝のプラー
クコントロールが必須であることを伝えるのです。
具体的には歯ブラシの毛先をインプラント周囲粘
膜溝へ挿入し酸素を入れることにより嫌気性菌の
増殖を防ぎ、さらに歯ブラシの毛細管現象により
嫌気性菌を吸い上げる効果により減少させる。
この事を実践できる歯ブラシの選択が必須となり
ます。
　
今回は臨床でインプラント周囲疾患を発症してい
る症例において、インプラントのケアを目的とし
て開発された TePe 社のユニバーサルケアとイ
ンプラント矯正ブラシを用いて自己メンテナンス
の指導する際の要点について報告致します。

本症例は他院でインプラントの治療後に知人の紹
介で来院されました。就寝中、口腔内に血液が溜
まり不快感で目が覚めるとのことでした。患者に
は、上部構造の形態が自己メンテナンスを困難に
していることを説明しました。

1.  インプラントの上部構造の歯冠長が長く歯ブ
ラシが届きにくいこと。

2.  審美性を確保するためにインプラントの上部
構造の形態が頬舌的にも近遠心的にも突出し

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

インプラントの自己メンテナンスは
適切な歯ブラシの選択が重要！
TePe ユニバーサルケアと
インプラント矯正ブラシの活用 東京ステーション歯科クリニック

（東京都 中央区）

　歯科衛生士　岩井 理子

ているため、一般的な形態の歯ブラシではイ
ンプラント周囲粘膜溝に適切に歯ブラシが届
かないこと。

このことを歯科衛生士が理解した上で、患者に
伝える 2 つの事項を説明します。その後、頬側
はインプラント矯正ブラシを、口蓋側はユニバー
サルケアを用いてインプラント周囲粘膜溝とポン
ティックの基底部への歯ブラシが適切に届くこと
を患者と共に確認しました。

指導を始めてから 4 ヶ月間、初めは 1 週間、後
に 2 週間の間隔で OHI とインプラント周囲粘膜
溝内の洗浄を繰り返し行いました。

約２ヶ月後にはインプラント周囲粘膜の炎症の改
善が診られ、患者も安眠できるようになりました。

インプラント周囲疾患は歯周疾患の原因とされ
ている嫌気性菌が検出されていると 1991 年
Rosenberg ES らが報告 4）しています。いかに
インプラント周囲粘膜内の嫌気性菌を少なくする
かということに焦点を当てて自己メンテナンスを
行うことで、良好な結果を維持できるのだと思い
ます。

■ インプラント・矯正ブラシ

インプラント・矯正ブラシ  Implant  Orthodontic Brush

■ ユニバーサルケア

ユニバーサルケア  Universal Care
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。

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。

ハンドルの色はアソートになります　ブリスターパックのみ

ハンドルの色はアソートになります

Products Information

1) 歯科機器・用品年鑑 2016年版 (26版 ) アールアンドディ編
2) Derks J, Tomasi C.
 Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology.
 J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:S158-171.
3) Berglundh T, Armitage G, Araujo MG, Avila-Ortiz G, Blanco J, Camargo PM, Chen S, Cochran D, Derks J, Figuero E, Hämmerle CHF, 

Heitz-Mayfield LJA, Huynh-Ba G, Iacono V, Koo KT, Lambert F, McCauley L, Quirynen M, Renvert S, Salvi GE, Schwarz F, Tarnow D, 
Tomasi C, Wang HL, Zitzmann N.

 Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of 
Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions.J Clin Periodontol. 2018 Jun;45 Suppl 20:S286-S291.

4) Rosenberg ES, Torosian JP, Slots J.
 Microbial differences in 2 clinically distinct types of failures of osseointegrated implants. Clin Oral Implants Res. 1991 Jul-

Sep;2(3):135-44.
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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

C- シェイプ
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。

Great for Kids. Adult Supervision Required

FLOSSING TIP REFILLS

INNOVATIVE DESIGN ENABLES
THE DENTIST RECOMMENDED

“C” SHAPE

30
TIPS

REFILLS
30 FLOSSING TIPS

Great For Braces Too!

NEW FLOSSING INNOVATION

Clinically Proven to Enable

FASTER, EASIER
FLOSSING!

C
※ハンドルは旧モデルとも共通です

チップがユニバーサルデザインに改良されました！
臼歯部にもよりアクセスしやすく、
矯正治療中の方でも簡単に使用できます。

STARTER
PACK

Great for Kids. Adult Supervision Required

Great For Braces Too!

Clinically Proven to Enable

FASTER, EASIER
FLOSSING!

REUSABLE HANDLES. 10 FLOSSING TIPS

NEW FLOSSING INNOVATION

INNOVATIVE DESIGN ENABLES
THE DENTIST RECOMMENDED

“C” SHAPE

STARTER
PACK

■ 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10個）

■ ガムチャックス
　 リフィル パック 10セット
（リフィル30個） 

US MADE

国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n のメンバー
の中から、学びを止めない国際的な歯科衛生士
１２人でディスカッションを実施いたしました。
症例検討だけではなく、このように 1 つの商品
についても歯科衛生士が集まり、様々な意見を交
換しています。
世界中の歯科衛生士との交流を繰り返す Team 
Grin'n では、これまでに様々な国で活躍する歯科
衛生士に出会ってきました。今回のテーマである
ガムチャックスについては、これまでアメリカや
ヨーロッパなどで多くの歯科衛生士が臨床の場で
患者様に処方しながら口腔ケアを提供しているこ
とを知る機会がありました。
この度、チップが一般・矯正どちらでも使用でき
るユニバーサルタイプへとリニューアルしたガム
チャックスを、まずそれぞれが実際に臨床にて使
用し、定例勉強会で意見や経験のシェアをさせて
いただきました。

【ユニバーサルになった新タイプについて】
川崎： 矯正治療中の患者さんに対して、今までは
ワイヤーに向けて挿入するチップを選んで使うこ
とへの患者教育が必要でしたが、患者様がチップ
の形態や利き手などを考えることなく、より簡単
に口腔内で使うことができました。

木村： ガムチャックスは力加減のコントロールが
しやすく、力強く押し入れても歯肉を傷つける等の
不快感が少ないと喜ぶ人が増えました。歯科衛生士
目線でも、メンテナンス時に歯肉に外傷を与えるこ
となく管理してもらえている様子が見られました。
中丸： 指の太さや、器用さなど気にせずに処方が
でき、どんな患者様でも奥まで使いやすいことが
助かっています。
妹尾： 両手で持てることが安定感を高め、細かい
動きが簡単にできます！特に手が汚れにくいとこ
ろが私の患者様はみな喜ばれていました。
宮坂： ガムチャックスはフロス部分を歯間に入れ
た後にたわませることができるので、縁下までの
清掃性が高いです。ガムチャックスはハンドルで
操作するので指導時も患者様がホームケアをされ
る際も鏡で確認しやすく、適切に歯間のクリーニ
ングができます。

国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n

日米歯科衛生士　藤森 直子

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

国際歯科衛生士交流会Team Grin'n 〜 since 2021〜

幸町歯科口腔外科医院 川崎佳代子歯科衛生士 提供

なかい歯科クリニック 福島朋美 歯科衛生士 提供（写真
はガムチャックス旧モデル )

Cシェイプで歯肉縁下まで挿入しやすい
写真：幸町歯科口腔外科医院 川崎佳代子歯科衛生士 提供 
( 写真はガムチャックス旧モデル )

写真：なかい歯科クリニック 福島朋美 歯科衛生士 提供

座談会の様子

後藤： ガムチャックスは引っかかりにくく、引っか
かっても外れやすいので対処がしやすく、これまで
の経験で補綴物が外れてしまった等、フロスの使用
が怖かった方でも安心して使っていただいています。
石垣： ガムチャックスは持つだけで簡単に“C シェ
イプ”ができるので、意識しなくても歯面にしっ
かりと沿わせて縁下まで入れることができました。

吉田：プッシュボタンでフロス部分を外すなど遊
び心もあって、小児への人気も高いです。導入し
やすく定着もしやすいから助かっています。
福島：小児本人の興味を引くだけでなく、保護者
からも仕上げ磨きの際に使いやすいと好評です。
藤森：矯正装置の間に完全にチップ部分の突起が
入らなくてもある程度は奥までフロスを動かすこ

世界中で愛されるガムチャックスフロス
〜国際的に活動する歯科衛生士たちが感じる
　臨床現場でのガムチャックスの可能性〜

とができるので、全くフロスが習慣化されてい
ない状況で開始された矯正患者にとっても良いス
タートになります。
宮： 見た目でモチベーションが上がり、特に小児
患者への定着度が高いので助かっています。

以上が、今回の国際歯科衛生士交流会 Team 
Grin'n の定例会でガムチャックスの有効性につい
てディスカッションした内容でした。知識や経験・
考えをシェアすることで臨床での対応策や応用策
が増え、明日からの臨床に早速効果が出ることを
再認識しました。
この経験によりガムチャックスへの理解と臨床内での
応用の仕方の引き出しが増えて、ますますパワーアッ
プして患者様へのフロス指導に日々奮闘しています。
学びを止めない Team Grin'n からのメッセージ
が一人でも多くの歯科衛生士仲間へ届き、臨床に
てこのエッセンスを活かしていただけますと幸い
に思います。

Products Information
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私は歯科衛生士になってから約 18 年目となり、現在はフリーランスの
予防審美専門歯科衛生士として、予防セミナーやホワイトニングのセミ
ナーをさせていただきながら、予防をメインとした臨床を東京都でさせ
ていただいております。

予防が大切であることに関して、歯科衛生士として熟知しているという
よりは、自分自身に治療の経験があるのでよく実感しているという感じ
になります。
お恥ずかしい話ですが、以前失活した歯があり、再治療を繰り返し、し
まいには歯根が破折し、最終的に抜歯をすることになりました。「なるほ
ど」と、身をもって歯の予防の大切さを体感しているのです。自分自身
で体感しているからこそ、治療の大変さ、怖さ、根尖病巣の痛み、歯の
管理の大変さ、歯のお悩み、予防の大切さ、定期検診の重要性などがよ
くわかります。
だからこそ、患者さんには「私のような思いをしてほしくない！歯を削
らなくてもいいようにしてほしい！」と強く思うようになりました。

そこで、予防を極めようと、とにかくがむしゃらに勉強しました。私の
メインテナンスの基礎となっているのがパウダークリーニングです。パ
ウダーを使う時は、バキュームテクニックがとても大切です。
ご存知の方も多いかと思いますが、パウダーは広範囲に飛散してしまいま
す。お口の中は粉まみれ、お口の外も、粉まみれ。しまいには、自分自身
の制服、そして顔までも粉まみれになります。私も初めて使った時はそん
な状態でした！
しかし、バキュームテクニックを見直したところ、そのように飛散することが
随分軽減されました。それでも、ノズルから出てくるパウダーは円錐状に放出
されるので、通常のバキュームチップでは拾いきれないことが難点でした。

そこで出会ったのが、このエルゴフィンガー エアーフロー用ノズルです！
発売当初は通常のノズルだけだったのですが、2 年後くらいに発売され

オーラル美容家
予防審美専門歯科衛生士

　井上 ゆう

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

歯科衛生士にも、患者さんにとっても負担が少ない
エルゴフィンガー エアーフロー用ノズル
歯科衛生士は肩こり、腰痛に悩まされるお仕事だと思います。
エルゴフィンガーを使用すると、そういったことが軽減できて
患者さんにも優しく、パウダーの飛散を最小限に抑えられます。

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

商品名　エルゴフィンガー

動画はこちらでご確認ください

エルゴフィンガー

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

術者と患者さん双方に優しい
フィンランド生まれのバキュームアダプター

Made in Finland

53ー 63mm

26mm

20mm

53ー 63mm

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

販売名：エルゴフィンガー
医療機器届出番号　13B1X00133000067

約33mm

約
15
m
m

エアーフロー用ノズル

約
12
m
m

約 30mm

通常のノズル

約16mm

エアーフロー用

約12mm

通常のノズル

ノズルのサイズ比較

ノズル正面 ノズル側面

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

商品名　エルゴフィンガー　エアーフロー用ノズル

エアーフロー用ノズルの使用方法動画は
こちらをご覧ください

てとても驚きました！「これだ！」と思い、使ってみるとかなりいい！
エアーフローから出てくる粉をキャッチできます！

Products Information

エルゴフィンガー 通常のノズルと
エアーフロー用ノズルの先端の広がりの違い

エルゴフィンガー エアーフロー用
ノズルを使用

エルゴフィンガーの好きなところは、まず何といっても指で操作できる
ところです！指でダイレクトに頬粘膜を引っ張ることができるので、私
たち歯科衛生士だけでなく、患者さんにとっても負担が少ないです。
歯科衛生士としては、正しい姿勢を保ちながらバキュームを把持できま
す。そして、ノズルの先を中指で操作することでミラーを把持できるので、
一石二鳥のスムーズな操作が可能です！

また、患者さんにとっては、頬粘膜などを引っ張られる力が優しく感じ
ます！これは、私自身が患者さんとして体感済みなので、是非皆さんも
お試しください♡歯科衛生士が指で引っ張るという感覚なので、通常の
バキュームを使う時より少し優しくなります。

歯科衛生士は肩こり、腰痛に悩まされるお仕事だと思います。エルゴフィ
ンガーを使用すると、そういったことが軽減できて患者さんにも優しく、
パウダーの飛散を最小限に抑えられます。良いことばかりのエルゴフィ
ンガー エアーフロー用ノズルです！
是非、皆さんもお試しくださいね♩
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今回 DH HIYOKOCLUB 代表の堤内久枝先生とご縁があり、院内セ
ミナー SRP ベーシック 5 日間コースに参加させていただきました。
DH HIYOKOCLUBの堤内先生は、医院プライベートセミナーのほか、
診療中に訪問して実際に一緒に患者さんを診るOJTも行っています。
こちらのセミナーに参加する以前、当院では他社のシャープニングが
不要なグレーシーキュレットを使用しており、日々追われる歯科衛生
士業務の中で、シャープニングフリーであることにメリットを感じて
おりました。

使用するインスツルメントやインスツルメントのメインテナンスを
しっかりと行うことが歯周基本治療を成功させるために大切というこ
とで、これを機に KOHLER 社のグレーシーデュラビリティーに変更
しました。特徴としては、ハンドルが軽く耐久性・耐熱性に優れており、
シャープニング回数を抑えられるという点があります。

切れ味の悪くなったスケーラーを使用していると術者側の指、手、腕
に必要以上に負担をかけてしまい、患者さんへも不快感を与えること
があります。ですが実際にグレーシーデュラビリティーを使用してみ
ると、ハンドル部分は軽く切れ味が抜群でカッティングエッジの幅が
細いので痛みを与えることなくポケット内への挿入ができ、垂直・水
平ストロークの操作もとてもしやすかったです。また、シャープニン
グせずに数十回使用しても切れ味にそれ程差はありませんでした。（切
れ味が悪くなった場合はシャープニング可能です）歯面に当てると程
よくしなり、小臼歯の近遠心に見られる根面溝や大臼歯の根分岐部に
も当てやすいです。硬い歯石を除去する際は少し力をかける必要があ
りますが、ハンドル部分がしなることで、患者さんへの負担は少ない
ように感じます。
こちらのミニタイプも取り入れており、アクセスしにくい部位のＳＲ
Ｐやデブライドメントにもとても便利です。第１シャンクが長いため、
大臼歯の隅角部分の丸みに沿って回転させやすく、根分岐部ではエッ
ジを根面に沿わせやすいので歯石の触知もしやすいです。

歯周基本治療を成功させるために耐久性を追求した
グレーシーキュレットの選択
～シャープニングフリーで長い耐用年数、
　身近にできる SDG ｓへの取り組み～ 医療法人真摯会 クローバー歯科クリニック

（大阪府豊中市）

歯科衛生士　成田 千紘

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
販売名：グレーシーデュラビリティー　　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

ハンドルには凹凸があり指がフィットしや
すい形状

ファントムを使用した SRP セミナー実習
デモの様子

ミニタイプはカラーコードを付けてレギュラー
との違いが一目でわかるようにしています

セミナー参加者、堤内先生と記念撮影

グレーシーデュラビリティーを使用するようになり、切れ味が格段に
変わったので SRP の成功率はもちろんですが術者側の疲労も軽減さ
れました。シャープニングフリーなのでインスツルメントのメインテ
ナンス回数も減り、業務時間の短縮にもつながります。切れ味が長期
間持続しシャープニングの回数も少ないと耐用年数が長くなるので、
器材のコストダウンができ患者さんや術者、医院の運営側 3 面から見
てもメリットは大きいと感じます。スケーラーを大事に使うことで私
たちが取り組めるSDGｓにも当てはまるのではないでしょうか。
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無痛治療を目指す先生へ
パロジェクトシリンジの特徴

パロジェクトシリンジを使うようになった
きっかけは、明海大学のオーラルリハビリ
テーションセミナーに参加したことです。
講師の南清和先生から、「痛くない麻酔」を
患者様が実感する注射器ということで、紹介
して頂きました。

パロジェクトシリンジの特徴として、以下が
挙げられます。

・とてもコンパクトなので、
 非常に使いやすい。

・手の小さい方や女性の方でも、
 持ちやすい。

・クリックするだけで、
 簡単に注入が可能。

・クリック時の抵抗感で、麻酔液の
 注入スピードを変えることができる。

・耐酸性のステンレス製なので、
 とても丈夫。

・オートクレーブでの滅菌も可能。

・歯根膜腔隙麻酔専用として
 設計されている。

・テコの原理により、強い圧力で
 麻酔薬を入れることができる。

・ワンクリックで 0.06ml の麻酔薬が注
入されるので、クリック回数で麻酔量
を把握しやすい。

パロジェクトシリンジは繊細な操作ができます。
手のひらで押すのでなく、人差し指でクリッ
クする操作は、とても楽です。（写真１）

くげぬま海岸歯科クリニック
（神奈川県藤沢市）

院長　三浦 陽平

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

歯科医師にとって、局所麻酔は常に必要な処
置ですから、その時間のストレスを減らせる
のは助かります。

パロジェクトシリンジの使用時に人差し指で
抵抗感を感じたら、無理に麻酔薬を注入しな
いことを心がけておくことで、無痛麻酔が容
易に行えます。
全体を滅菌できますから、外科処置の麻酔の
際にも当院では重宝しています。

歯根膜に麻酔薬を注入するには強い力が必要
となりますから、人差し指ではなく親指でク
リックしても構いません。（写真２）

Products Information

パロジェクトシリンジ
PAROJECT
販売名：パロジェクトシリンジ　　医療機器届出番号：13B1X00133Z00037

用途
歯根膜内注射
＊オートクレーブ対応（135℃）

＊商品にニードルは含まれません

商品名
パロジェクトシリンジ
標準価格 46,000円（税込 50,600円）

■ パロジェクトシリンジの特長  
● 麻酔薬の注入には強い力が必要ですが､ク
リックするだけで容易に注入できます。

● 頑丈なバレルにより安全性が保たれます。 
● 操作が簡単で､コンパクト､機能性に優れてい
ます。 

● 耐酸性のステンレス鋼を使用｡
 オートクレーブによる滅菌が可能です。 
● 歯根膜腔隙麻酔専用 
● ワン･クリック0.06mL注入｡
 押す速度により注入の遅延が計れます。

（写真1）人差し指で簡単にクリック （写真2）親指でクリックして歯根膜に麻酔可能

抵抗感を感じない場合は、歯根膜以外の箇所
に麻酔薬が漏れていますので、その点は注意
してください。

パロジェクトシリンジを３ないし４クリック
して、歯根膜に約 0.2ml の麻酔薬を注入す
るだけで、十分な鎮痛効果が期待できます。

当院では、パリジェクトシリンジを７本導入
し、全ての診療台に完備しています。
先生方がパロジェクトシリンジを使用するこ
とで簡単に無痛治療を患者様に提供できるは
ずです。

また、少ない麻酔量で鎮痛効果が得られます
ので、コスト削減にも役立つと思います。
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Products Information

ピュアリフレクト ミラー

明るい！クリア！！鮮明！！！
● 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
 販売名：ピュアリフレクト ミラー　　医療機器届出番号　13B1X00133000052

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

クリアで明るい視野によってもたらされる
鮮明な治療情報と高い診療効果
ピュアリフレクト ミラー

根管治療において、根管内の深く暗い世界を
できるだけ明るく照らすことは診断だけでな
く治療の精度をも向上することには疑う余地
がない。明視野を手に入れることができる歯
科用マイクロスコープの購入にあたり、その
光源をハロゲンにするか LED にするか、キ
セノンランプにするかを相談されることがあ
る。もちろん術者自身の診療スタイルや予
算によって選択をすれば良いのだが、実は今
使っているデンタルミラーを替えるだけで驚
くほどの明視野を簡単に得ることができるの
である。「ピュアリフレクト ミラーは特殊な
タンタルコーティングが施され、約 95％の
高い反射率を・・・」とカタログ上ではいか
ようにも情報を得ることができるが、このミ
ラーが究極に明るいことは実際に実物を手に
取って、マイクロスコープを通して覗いたと
きにはじめて「あっ！」と気づいてもらえる
のかもしれない。「全然違う。明るい。」この

鎌倉デンタルクリニック
（神奈川県鎌倉市）

院長　三橋  晃

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

世界を知らない先生と知った先生では臨床中
のストレスの度合い、診療結果にも差が出る
のではないかと思っている。
　
表面反射タイプと言われるこの種類のミラー
は反射像が二重にならないので、マイクロス
コープを使用した治療終了後に患者へ「今日
の治療のダイジェスト」を説明する場面でも
ビデオ動画や静止画がとてもクリアに再現さ
れ最高の威力を発揮する。汚れた暗いミラー
から記録された画像を見せられた患者は非常
に退屈で興味を引き出せず、術者本意の自己
満足な説明になりがちであるが、クリアで鮮
明な画像を治療情報として提供することは患
者の施術されている治療への関心と理解度を
深め、信頼感を獲得することに貢献できる。

また、ピュアリフレクト ミラーで明るくク
リアに撮影された記録資料は DR 間、また

傷付いて汚れた ACTEON 社の内面反射ミラー（左）よりも
傷のないピュアリフレクト ミラー（右）の方が見やすい。*

（左）チタンコーティング表面反射ミラー（矢印：MB 根管）と比べ、
（右）ピュアリフレクト ミラーではより明視される。*

MB １＆２根管拡大形成終了。
クリアで鮮明な治療情報の画
像は患者も納得。

は DH を含むコ・デンタルスタッフ間で行
われる院内研修や勉強会でのスキルアップ
の糧に、そして学会やセミナーでのプレゼ
ンテーションに使用した場合には高い評価
が得られることに違いない。弱点は表面反
射ミラーの宿命である傷付き易さと比較的
高価であることであるが、私のクリニック
では新しい「ピュアリフレクト ミラー」を
画像撮影用として卸し、傷がつかない使い
方と管理を徹底している。特にオートクレー
ブ時はガーゼなどでミラー表面を覆ったり、
シリコン製カバーを使用したりしてほかの
器具との接触を避けるよう心がけているが、
それでも傷付いたミラーは普段使い用とし
て頻用するようリーズナブルに回転させて
いる。費用対効果以上が得られるピュアリ
フレクト ミラーをぜひマイクロスコープ診
療に活用させていただきたい。

＊ACTEON社比
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当院では５年程前から根管治療や、露髄しそう
なカリエスの処置には必ずラバーダムを使用し
て処置を行っておりました。
しかしながら、小児の診療では、度々休憩が必
要ではないか、口を覆われることに不安を感じ
るのではないか、という心配もあり使用に踏み
切れずにおりました。

この度、小児でもより安心な診療を行うため、
小児用ラバーダムフレームを導入しました。
まず、マネジメントしやすい１０歳 男児の感染
根管治療に使用しました。本人も全く苦ではな
かったようです。その後、生切（生活歯髄切断）
を行う６歳児、抜髄が必要な６歳児と、次々と使
用するようになりました。＊対象は主に麻酔がで
きる、治療の必要性を理解できる子供たちです。

小児の治療でラバーダムを使用することのメ
リットは多く、

① 処置時間の短縮
 適宜、顎の休憩を挟みはしますが、うがいと

口を完全に開け閉めする時間の短縮になり
ました。防湿にかけていた時間も不要です。

② 誤飲、誤嚥の防止
 子供特有の状態として、泣きながらも本

人が決心して治療に臨む、という状況が
時々あります。しゃくりあげたり、涙が
出てしまいながらも「頑張る」と言うので、
横で親御さんに応援してもらいつつ処置
をします。このような場合、注水すると
誤嚥を惹起しそうですが、ラバーダムを
使用することで子供の頑張りを尊重しつ
つ、且つ安全に処置することができます。

③ マイクロスコープの使用
 ラバーダムを使用し始めたことでマイクロ

スコープが使用できるようになりました。
処置時間の短縮に加えて、横に付き添う親
御さんにも現状を説明しやすくなりました。

特にこのフレームの特徴として、

① 中央で折れ曲がるため、横からの唾液
の吸引が可能

 子供は口腔底が浅いために排唾菅を嫌がる
傾向があります。でも、このフレームであ
ればタービンが止まったタイミングなどで
横から吸引することが可能です。

 また、万が一嘔吐した場合にも、直ちにフ

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

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）

医療機器届出番号 09Ｂ2Ｘ00010000349

販売名：小児用ラバーダムフレームオートクレーブ対応（132 ℃）

小児用ラバーダムフレーム

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

表面 裏面

92mm

6
7
m
m

79mm

8
1
m
m

商品名　小児用 ラバーダムフレーム
標準価格　4,500円 /個 （税込4,950円）クロスフィールドホームページにて位置付け用紙を配信中

製造販売元：株式会社シオダ

小児用ラバーダムフレームについて

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

レームを曲げれば嘔吐物を口腔外へ出すこ
とが可能です。

② ピンの部分が尖っており、上下に付い
ているので、ラバーを掛けやすい

③ 湾曲したフレームが子供の小さな顔に
フィットする

ー 小児のラバーダム使用の注意点 ー
平成 29 年にあった事故の影響で、世間の小児
歯科治療におけるラバーダムの使用に否定的なイ
メージを持つ方もおられます。そこで、以下のこ
とに注意しながら当院では治療を進めております。
① 穴を開ける位置、フレームの位置に注

意し、鼻を塞がないように装着する
② 処置中は常に声かけを行い、反応を確認する
③ ラバーダムを装着する時は基本的に浸

潤麻酔を行い、クランプの締め付けによ
る痛みは感じさせないように配慮する

④ 「歯のマント」「虫バイ菌がお口の中に落ち
ないようにしてくれるよ」と子供に説明

最近始めた Instagram
で小児用ラバーダムフ
レームのショート動画を
アップしたところ、3 週
間で49.7万回再生され、
関心の高さに驚きました。

Products Information

オーラルケアグッズ売り場を拡大し、好評です。

小児の浸潤麻酔の前には味を選べる表面麻酔を使用して
います。

フレームを曲げて横から
唾液を吸引することがで
きます。

装着したところ。鼻で呼
吸できるか必ず確認し、
声かけをしています。

小児の治療でラバーダムを使用することは、処理時間の短縮、誤飲、誤嚥の防止、
マイクロスコープの使用等々、メリットは多くあります。
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Products Information

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

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

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

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

新型コロナウイルスの感染予防対策として、当院でもマスク、グロー
ブ、フェイスシールド、ガウン等の個人防護具の着用をしています。
なかでもマスクは一日の多くの時間を着用するので高機能かつ快適に
着用できるものは必須です。

さまざまなマスクを試しましたが、耳にかける形のマスクは顔に
フィット感が少なく、隙間ができてしまうものが多く、頭の後ろまで
回る紐のついたマスクの方がフィットする感じはありました。しかし
そのタイプのマスクは長時間使用すると耳や鼻の頭・目の下を強く圧
迫し、真っ赤に跡がついて痛みを伴っていました。特に夏の時期はマ
スクの中が熱気で呼吸がしにくく、毎日長時間使用するには辛いと感
じていた時に、アベビータプロテクトマスク2.0 に出会いました。

こちらのマスクは耳にかけるタイプですが、イヤーループにより各自
調整ができ、顔にフィットしながら口元には空間ができる立体的な形
で会話がしやすく、ノーズワイヤーも入っていて鼻にもフィットする
のでマスクの隙間から息が漏れることもなく呼吸がしやすいです。ま
た、紐も太めで耳が痛くなることもありません。どんな方でも顔に快
適にフィットした形で使用することが可能です。

今まで使用してきたマスクは摩擦による痒みや肌荒れを起こすことが
多かったですが、こちらは 100％天然コットンでできているのでサ
ラサラとしていて肌にも優しく、肌トラブルで悩むことがなくなりま
した。

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

キャビネ・ラピヌー
（千葉県浦安市）

歯科衛生士　川島 遥香

診療中はサージカルマスク
と二重にして使用

イヤーループで各自調整で
き、耳が痛くなることがない

ノーズワイヤーによりフィット
した形で固定できる

新型コロナウイルスの感染予防対策におけるマスクの選択
ー 高機能 アベビータプロテクトマスクの特徴 ー
100％天然コットンでできているのでサラサラとしていて肌にも優しく、
肌トラブルで悩むことがなくなりました。

更に、これまで使用してきたマスクとの最大の違いは洗って繰り返し
使用することができるところです。洗濯しても布地が毛羽立たず、ほ
とんど色あせることがなく快適に使用することができています。抗菌
性があるので使用毎に洗う必要がない点やネットに入れて洗濯できる
点も便利だと思います。

こんなに快適に使用することができるのに、4 層の高機能フィルター
により、0.1 ミクロン粒子を 99% 防ぐ性能という安心感もあります。

コロナ禍においてまだまだ予断を許さない状況が続いているので、高
機能なマスクを着用することは私たちも安心して診療を行い、患者様
にも安心して歯科を受診してもらえることに繋がると思います。
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

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8,000円（税込8,800円）/5本入　＠1,600円/本
Z856-018F、Z856-018M
標準価格　各1,800円（税込1,980円）/1本入

販売名：プレデタージルコニア　　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

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)

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

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鋼一体型が
可能にした破損しにくいネック部の
強度

タングステンカーバイド一体型の
形成用カーバイドバー

高精度に切削製造された作業
部は迅速かつスムーズなカッ
ティングが可能

size 2
18mm size 3

20mm size 4
22mm size 5

24mm size 6
26mm

自然光下で高い反射率のプリマミラー
（波長455～492nm: 青色部分）

オックスフォード大学
物理学部のデータ

縦軸 : 反射率

横軸 : 波長

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

PRIMA  CLASSIC
MOUTH MIRRORS

DIAMONDS
PREDATOR

CARBIDE BURS
PREDATOR

* 実寸大

プレデターターボPR-2T

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）

プレデターターボに新形態が登場！

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-35T PR-701T PR-702T

作業部幅（ 1/10 mm ） 012  010 010  008  009 010 012 010 012 016

作業部長（ mm ） 4.0 3.9 1.9 2.0 2.7 3.7 3.8 0.79 3.8 4.3

金属除去用カーバイドバー

プレデターターボ

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

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

作業部幅（ 1/10 mm ） 012  010 010

作業部長（ mm ） 4.0 1.9 3.7

金属除去用カーバイドバー

全長25mm
SL( サージカルレングス）

標準価格　各12,000円（税込13,200円）/
10本入 (@1,200円 /本 )

PR-2T SL、PR-1T SL、PR-557T SL

商品名　プレデターターボ  　販売名：プレデターターボ　　医療機器届出番号13B1X00133000005
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-1557T、PR-1T、PR-330T、PR-245T、PR-557T
PR 558T、PR-35T、PR-701T、PR-702T、PR-2R、PR-4R、PR-6R、PR-8R
標準価格　各 5,200円（税込5,720円）/10本入（＠520円 /本）

ラウンド FG 4 ラウンド FG 4

CARBIDE OPERATIVE BURS
PRIMA  CLASSIC

プリマカーバイドバー
ドームフィシャー
（クロスカット）

 品　番 FG 1556 FG 1557 FG 1558

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

プリマカーバイドバー
フラットフィシャー
（クロスカット）

 品　番 FG 556 FG 557 FG 558

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

 品　番 FG 1156 FG 1157 FG 1158

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

プリマカーバイドバー
ドームフィシャー
（プレーンカット）

 品　番 FG 330 FG 331 FG 332

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012

プリマカーバイドバー
ペアー

プリマカーバイドバー  FG330

 品　番 FG ½ FG 2 FG 3 FG 4

作業部幅（ 1/10 mm ） 008  010 012 014

プリマカーバイドバー
ラウンド

FG 330・FG 1557・FG 1558
TOP SALES

商品名　プリマカーバイドバー    　販売名：プリマカーバイドバー　　医療機器届出番号13B1X00133000014

FG1/2、FG2、FG3、FG4、FG330、FG331、FG332、FG1156、FG1157、FG1158、
FG556、FG557、FG558、FG1556、FG1557、FG1558、FG245
標準価格　各4,000円（税込4,400円）/10本入 (@400/ 本 )

商品名　プリマミラー  
販売名：プリマミラー　　医療機器届出番号13B1X00133000042
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 3,000円  12個 /箱（税込3,300円）（250円）
＊本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。
  ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

自然光下で反射率の高い
表面反射高品質ミラー

プリマカーバイドバー
アマルガムプレップ

 品　番 FG 245

 作業部幅（ 1/10 mm ） 009 

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）

Made in UK
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■ 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

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

・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

販売名：2WAYツイーザー　　医療機器届出番号：13B1X00133000082

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。

ナイロン糸を切断するのに要する荷重

従来品 コーティングメス

約60%低減

（当社比）

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

※通常替刃メス（販売名：KAI 替刃メス）の取り扱いもございます。通常替刃メスとコーティング替刃メスは同価格になります。

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

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（税込132,000円）
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

販売名：MDガイド　　医療機器届出番号13B1X00133000058

商品名　
ワムキークラウンリムーバー　販売名：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

ワムX 金属コア除去イントロキット

商品名

ワムＸ 金属コア除去イントロキット

セット内容
フォーセップス（衝撃吸収ネジ付）
プロング （プロングＳ×２/プロングＭ×２/プロングＬ×２）計 6個
シリコンリング3サイズ（S×２ / M×２ / L×２）計 6個
標準価格 129,000円（税込141,900円）

ユニバーサル法対応基本キット

シリコンリングは切れてい
ませんのでスーチャーシ
ザーズなどで切ってから使
用してください

プロングを挿入できるように金属コアを切削します

金属コアにプロングを挿入しフォーセップスを開いて除去します

動画はこちらでご確認ください販売名：ワムX 金属コア除去イントロキット　　医療機器届出番号　13B1X00133000069

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

Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

abrasive technology

ホワイトマジック

■ 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

2501
25mm

2502
25mm

2503
25mm

2504
25mm

2505
28mm

2506
28mm

4001
25mm

4002
25mm（全長）

※2503、4001は単品のみの販売

2501 2502 2504 2505 2506 4002

ホワイトマジックはジルコン強化ファイバーをレジンバインダーで
固定してあり、常にレジンバインダーが先に摩耗し、シャープなファ
イバー面が露出しますので研磨効率が落ちる事はありません。
ファイバーは硬い面では細かく破片し、エナメル質やセラミックを
傷つける事がほとんどありません。 * 個人差があります

販売名：ホワイトマジック
医療機器届出番号13B1X00133Z00026

商品名  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（税込5,544円）　

商品名  ホワイトマジック・単品
各モデル6本入り　　　標準価格 5,040円（税込5,544円）　

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

商品名

デンタルクリーナー
標準価格 3,900円（税込4,290円）
患者価格 4,900円（税込5,390円）
本体サイズ：Φ90mm×85mm

商品名

デンタル携帯用ケース
標準価格 1,350円（税込1,485円）
患者価格 1,950円（税込2,145円）
本体サイズ：83mm×88mm×33mm

Developed by Australia

柔らか素材エッジ部 吸収した湿気や唾液を
保持して変形しない

嘔吐反射が出にくく
患者さんに
やさしいデザイン

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

■ 頬粘膜用 ■ 舌下用 頰粘膜用 舌下用

商品名　ドライデント
販売名：ドライデント
医療機器届出番号　13B1X00133000064

● 頰粘膜用 L 標準価格 1,800円
 （税込1,980円）/50枚 
 36×40 [mm]

● 頰粘膜用S 標準価格 1,800円
 （税込1,980円）/50枚
 43×50 [mm]

● 舌下用 L 標準価格 3,200円
 （税込3,520円）/40枚 
 30×50 [mm]

● 舌下用S 標準価格 3,200円
 （税込3,520円）/50枚 
 60×38 [mm]

顎下腺に直接触れることでより
多くの唾液を吸収

湿気や唾液を吸収し
理想的な乾燥状態を保てる

吸収剤部
ポリアクリレート、
セルロース

カバー部・ベース部
ポリエチレン

舌下の湿気や唾液を
しっかり吸収

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

吸収剤部
ポリアクリレート、
セルロース

カバー部
ポリエチレン

DryDent
ドライデント
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

■ 特徴
小さくて壊れやすいもの（インレー、
オンレー、クラウン、ラミネートベニ
ア、バンド、ブラケット、クラスプ、
ポストなど）を確実に保持できます。

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

商品名

スティックンプレイス
標準価格 3,500 円（税込 3,850 円）/50 本
1 プレート 10 本入り× 5 プレート

Products Information

スティックンプレイス
ディスポーザブルの保持器具として

STIK-N-PLACE
シリーズ

シリーズ
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Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

術者保護エプロン

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

商品名　
立体ポケット付患者エプロン

表面
吸収性の高い

再生紙

裏面
防水性の高い
ポリエチレン

使用直前に裏返して
使う立体ポケット

肩シール位置

70cm

37cm

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

* 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

感染予防商品シリーズ

商品名　
術者保護エプロン 2点シール留タイプ ライトブルー 
標準価格　1,500円（税込1,650円）/100枚入　@15円 /枚　＊ディスポーザブル
術者保護エプロン 3点シール留タイプ ブルー 
標準価格　1,900円（税込2,090円）/100枚入　@19円 /枚　　＊ディスポーザブル

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

肩シール位置

78cm

37cm

ウ
エ
ス
ト
シ
ー
ル
位
置

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

OROサージカルガウン (シート付 )

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

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

清潔でコンパクトなパッケージ

＊商品動画はこちらのQR

よりご確認ください内径11mm

外径16mm内径11mm

外径6.5mm

販売名：ケアシールド
医療機器届出番号　13B1X00133000077

ケアシールド
手軽にエアロゾル軽減

コネクター

シールドリフィル
* 単回使用

*オートクレーブ可
外径11mm

Made in Sweden

● 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

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

Made in Sweden
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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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クロスフィールドのホームページが

リニューアルしました！

せかいと、

あなたを、

つなぐ。

クロスフィールド HP は、
こちらの QR コードから
アクセスできます。
https://www.crossf.com/

商品ラインナップが更に見やすくなりました。
海外製品が豊富なクロスフィールドを通じて、世界とつながってみませんか？

TOP ページを下の方にスクロールして「ダウンロード」をクリッ
クすると、院内でお使いいただけるポップや動画、ポスターがダ
ウンロードできます。

SNS 公式アカウントでは新着情報やキャ
ンペーン情報を配信しています。

「クロスフィールド株式会社」を検索、また
は右の QR コードにかざすと検索できます。

HP 掲載内容をご紹介！

Facebook
crossfdental

Instagram
Crossfield_dental

LINE
クロスフィールド株式会社

PC やタブレット、スマート
フォンを利用して本情報誌

「Dental World」、セール、
キャンペーン、新商品、セ
ミナー情報等を気軽に追う
ことができます。
メルマガ限定の商品にまつ
わるコラムを連載中です。

メルマガ登録はこちらの QR コード、
または URL よりアクセスしてください。
https://ux.nu/nxz8R

TOP ペ ー ジ ま た は
メニュー「商品情報」
からカテゴリを選択
すると、商品ページ
にアクセスできます。

NEWS

「商品情報」をクリックして、
カテゴリを一覧表示

目を引く販促ツール！
ポップや動画、ポスター

メルマガ登録で気軽に
お役立ち情報を GET ！

＼フォローをお待ちしています！／

クロスフィールド   歯科

クロスフィールド
歯科 で検索！で検索！


