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外科処置においてメスで切開を行いますが、
縫合を考えると口腔粘膜に垂直に入れる必要
があります。
しかし歯や頬粘膜、舌、開口量など様々な制
限があり、必ずしも思うように進めることが
できない場面にも遭遇します。
遠心部の歯肉の切開時に開口量の制限や歯が
邪魔になり、刃先が骨まで到達できない場合
があります。
ましてや遠心歯肉溝の場合、頬、舌があるた
めに、刃の先端を挿入することは容易ではあ
りません。切開がしっかりされていないと、
剥離は容易ではなく、創面もきれいではあり
ませんので、予後にも大きく影響してきます。
従って、どれだけきれいに正確にメスを入れ
られるかが重要となり、角度を自由自在につ
けられるホルダーが求められます。
kohler社より新たに360°ブレードホルダー
が発売されました。360°いかなる角度にも
調整できることから、ほぼすべての角度を作
成できます。

特に、遠心部の切開については、写真１のよ
うに角度を付けると歯の遠心まで到達するこ
とができます。
また、遠心部の歯肉溝切開においても、写真２
のように頬粘膜や舌を気にすることなく刃先を
垂直に歯肉溝内に挿入することが可能です。

2in1 デンタルクリニック
（東京都千代田区）

院長　細谷 紀之

感染予防 予防歯科 診療補助 外科用器具 抜歯外科器具 デンタルミラー 切削研磨バー

メスホルダーの概念を変える
360°ブレードホルダー

縦切開を行う場合も、臼歯部に行くほど縦に
メスを入れにくくなりますが、写真３のとお
り想定する位置に正確に縦切開を入れること
ができます。
さらには、歯肉溝切開でも、写真４のとおり歯
周靱帯もきれいに切ることが可能となります。
また、歯周外科において、歯肉の移植で口蓋
からの結合組織を採取する場合、垂直方向に
切開した後、粘膜面に水平に二次切開を行わ
なければなりませんが、360°ブレードホル
ダーを用いれば、刃の方向を自由に変えられ
るので、写真５のように粘膜面と平行にメス
を進めることでできます。
このようにあらゆる方向からのアプローチが
できるため、様々な症例において、切開を行
えるようになります。

では、器具の取り扱いについてはどうか。皆
さんが想像するような面倒はなく、ワンタッ
チで簡単に角度を変えられます。
まず、留め具を指で持ち上げた後（写真６）、
ブレード部を回転させ（写真７）、希望する
角度にて留め金を戻して固定。至ってシンプ
ルです。洗浄についても、分解が簡単でオー
トクレーブで滅菌できます。
替刃については、汎用のものが使用できます。
一般的な替刃メス＃ 10 番台に対応してお
り、コスト面でも負担になりません。

普段不自由さを感じながらも、あるもので対応
してきましたが、360°ブレードホルダーを使
用することにより、ストレスなく、正確な切開
を行うことができます。これまでのホルダーの
概念を変える製品ではないでしょうか。

写真 1

写真 3

写真 4

写真 5 写真 7

写真 6

写真 2
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歯肉退縮は妥協的な審美性や口腔衛生状態の
悪化、知覚過敏や根面カリエスなどに影響す
る可能性があることがわかっています。また、
65 歳以上の 88％の人々に歯肉退縮が認め
られ、18-64 歳は１カ所以上歯肉退縮を有
していることも報告されています *1。

このように多くの人々に影響する歯肉退縮を
改善する治療オプションとして歯周形成外
科治療があり、その中でもマイクロサージェ
リーはマイクロスコープやマイクロインスツ
ルメントを使用し低侵襲で最大限効果的な形
成外科治療を行うことを目的としています。

実際、歯肉退縮に対するマイクロサージェリー
はマクロサージェリーと比較して根面被覆率
や完全被覆の予知性を有意に向上することが

参考文献
*1  Kassab MM, Cohen RE. The etiology and prevalence of gingival 

recession. J Am Dent Assoc. 2003 Feb;134(2):220-5.
*2  Di Gianfilippo R, Wang IC, Steigmann L, Velasquez D, Wang HL, 

Chan HL. Efficacy of microsurgery and comparison to macrosurgery 
for gingival recession treatment: a systematic review with meta-
analysis. Clin Oral Investig. 2021. Jul;25(7):4269-4280.

*3  Pearce EC, Hall JE, Boyd KL, Rousseau B, Ries WR. The 
ophthalmology microscalpel versus standard scalpels and wound 
healing in a rat model. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 
Sep;151(3):424-30.

大分ペリオデンタルオフィス
（大分県大分市）

米国歯周病専門医　院長　岸本 隆明
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Products Information

低侵襲な歯周形成外科治療のための
マイクロブレード

（図 1）筆者がマイクロサージェリーに使用している
KAI エステティックナイフ（左）と歯周外科治療などに
使用している KAI 15c ブレード（右）の比較

( 図 2)KAI エステティックナイフを用いたマイクロサージェリー術

マイクロナイフ  KAI エステティックナイフ

医療機器認証番号：219ABBZX00196000

商品名　マイクロナイフ  KAI エステティックナイフ
販売名：マイクロナイフ

5枚入  13,250円(税込14,575円)

1枚あたり 2,650円(税込2,915円)

結合組織の移植用ナイフ

1.5mm

マイクロナイフ　KAI エステティックナイフ　EST-15/20

■ 精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状

■ 特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味

《材質》
  ・刃　　　　刃物用ステンレス鋼
  ・ハンドル　ポリブチレンテレフタレート樹脂
《仕様》
  ・ディスポーザブル(単回使用)
  ・EOG滅菌済み・5本/箱入

1.5mm 2.0mm

ESTHETIC KNIFE    STERILE・STAINLESS STEEL・SINGLE USE

2.0mm

近年報告されています *2。また、マイクロサー
ジェリーインスツルメントに関して、眼科用
マイクロブレードと通常のブレードを用いて
皮膚切開後の創傷治癒を比較した動物研究で
は、マイクロブレードを用いた方が炎症も少
なく引っ張り強さが向上したことも示されて
います *3。

このように低侵襲でより効果的な歯周形成外
科治療を達成するための１つのオプションと
して、筆者は KAI エステティックナイフを
使用しています（図１、 図２）。歯肉のフェ
ノタイプが薄い繊細な根面被覆などに適した
マイクロサージェリーインスツルメントであ
ると思われます。
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ワムキークラウンリムーバーの有効な活用法
〜チェアタイム・コストを抑えた
　プロビジョナル レストレーションの作製法〜

[ はじめに ]
日々診療する上で、歯周基本治療中のプロビ
ジョナルレストレーションの使用で起こりう
るトラブルは破折、咬耗、脱離等が考えられ
る。なかでも治療期間が中・長期にわたる全
顎的な咬合再構成や、患者の都合で治療期間
が伸びてしまうようなケースでは、垂直的咬
合高径（VDO）の低下を引き起こし、顎関
節症や顔貌の変化による審美障害等の合併症
を引き起こす可能性がある。プロビジョナル
レストレーションは咀嚼力を受けるため、繰
り返される機械的・化学的な影響に耐えられ
る物性を有している必要がある。とくにブラ
キシズムなどの習癖の存在はそれらのトラブ
ルを助長させる *1 ため、臨床家は患者ごと
にリスクを考慮し使用する材質を慎重に選択
しなければならない。

チェアサイドで練和・作製した即時重合レ
ジンを使用したプロビジョナルレストレー
ションでは、粉液比が製作工程や歯科医師に
よって異なり、常に安定した物性を発揮でき
ていない可能性がある。近年ではビスアク
リル / コンポジットレジンベースの材料や
CAD/CAM 技術を応用した PMMA ディス
ク等、臨床上良好な性能を有する製品を使用
することが可能になった。Stawarczyk ら
は CAD/CAM で製作した PMMA が従来型
PMMA と比較して摩耗が少ないことを報告
している *2。また、木原らは CAD/CAM で
製作した PMMA が従来型 PMMA と比較し
て、睡眠時ブラキシズムを有する患者のプロ
ビジョナルレストレーションとして長期的な
使用に適していることを示した *3。しかし、
実臨床では全顎的に齲蝕治療や歯周病治療が
必要になり、治療期間が長期になると、破折・
咬耗等のトラブルが全くないとは言い難いの
が現状である。

筆者の臨床では、ワムキークラウンリムー
バーを使用してクラウンやコアの除去を日常
的に行っている。既存のメタルクラウンを
1st プロビジョナルレストレーションとして
活用することは、耐破折・耐摩耗等の物性に
優れているため有効だと考えている。また、
チェアタイムや来院回数の減少により患者負
担が減り、技工コストの削減にも繋がるため

一石三鳥である。
今回はこの除去したメタルクラウンを再利用
した 1st プロビジョナルレストレーション
の作製法について、私が臨床で行っている方
法を紹介する。

[ 症例 ]
患者は 40 代女性。右下臼歯部欠損により
矯正治療も含めた包括的治療を希望したため
歯周基本治療を開始した。左下大臼歯に大き
な病変を認めたため、根管治療を行うことと
なった。（図１）

①  クラウン除去：カーバイドバーでクラウ
ンの頬側に穴をあけ、ワムキークラウン
リムーバー No.1 〜３を順に穴に挿入し
軽くひねる。ほとんどのケースがこれで
除去できるが、万が一除去できなければ
追加で頬側にスリットを入れドライバー
で広げた後、再度ワムキーを使用すると
除去できる。誤嚥防止の為、必ず除去す
る補綴物に口腔内バキュームを添えてお
くことを意識している。（図２）

図１：パノラマ写真

図４：隔壁作製後、仮形成

図２：ワムキーでクラウン除去

図３：ワムキーでメタルコア除去

②  コア除去：超音波振動とダブルドライバー
テクニック＊４を応用し、ワムキークラウ
ンリムーバーで除去する。（図３）

③  同時に齲蝕除去・隔壁作製・SRP を行い、
歯肉縁上で仮形成を行う。（図４）

④  プロビジョナルレストレーション作製：
除去したクラウン内面を調整し、新鮮面
を出した後、サンドブラスト・各種メタ
ルプライマーで前処理を行う。（図５）ク
ラウン内面に即時重合レジンを填入し
ウォッシュする。（図６）レジンの硬化後、
クラウンマージンを調整し研磨（図７）
した後、口腔内に装着する。（図８）

今回の記事が今まで治療期間中のプロビジョ
ナルレストレーションのトラブルに悩んでい
た先生方の一助となれば幸いである。

感染予防 予防歯科 診療補助 インスツルメント 抜歯外科器具 デンタルミラー 切削研磨バー
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THREEE.( 会員制歯科オンラインサロン ) 運営
茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック

（神奈川県茅ヶ崎市）

歯科医師　白鳥 伸

感染予防 予防歯科 診療補助 インスツルメント 抜歯外科器具 デンタルミラー 切削研磨バー
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図７：調整・研磨図５：クラウン内面処理

図８：口腔内装着後図６：即時重合レジンでウォッシュ

ワムキー クラウンリムーバー

早くて簡単なクラウンリムーバー

クラウン除去後の状態ワムキー クラウンリムー
バーNo.1 を穴に入れる

カーバイドバーでクラウン
に穴を開ける

ワムキークラウンリムーバー
No.1 をひねりクラウン除去する

クラウン除去完了 除去後のクラウン　開けた穴
以外の形状が変わっていない

商品名　ワム キー クラウンリムーバー
医療機器届出番号：13B1X00133000032

セット 標準価格 55,000円（税込60,500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

各1本 標準価格 22,000円（税込24,200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

ワムキー
クラウンリムーバー
全長145.5mm

左からワムキークラウンリムーバーNo.1、
No.2、No.3 の先端部の拡大図長くご使用いただくために、絶対にグリップを握って上下に動かさないで下さい。曲がる原因になります。

ワムキークラウンリムーバーは以下の事例で非常に有効です。
クラウンの中を確認して治療方法を確定したい時に効果的です
ブリッジの除去においてはクラウンを分割する必要はありません

注意！
絶対に持ち上げる動きはしないでください
器具やプレパレーションにダメージを与えることがあるので上下に動かさないでください。
必ずワムキークラウンリムーバー No.1 から始めるようにしてください。ワムキークラウン
リムーバーNo.2 や No.3 から始めてしまうと、持ち上げる動きをしてしまいます。

Products Information

実際の治療動画は
コチラ

会員制歯科
オンラインサロン HP
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■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

Products Information

abrasive technology

■ 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

商品名  ホワイトマジック・イントロキット
販売名：ホワイトマジック　  医療機器届出番号：13B1X00133Z00026

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

各モデル6本入り　　　標準価格 5,040円（税込5,544円）　

ホワイトマジック

Made in Norway

フォスバイキング・ダイヤモンドバー

商品名　フォスバイキング・ダイヤモンドバー

W1　1本入　標準価格 4,800円（税別）

W2　1本入　標準価格 4,800円（税別）

医療機器届出番号：13B1X00133000047

ヘッド4.2mm

ネックヘッド11mm

全長 24.5mm

ヘッド3.2mm

ネックヘッド13mm

全長 26.7mm

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
仕　様
● 無負荷最高回転速度 40,000RPM

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

DIAMONDS
PREDATOR

CARBIDE BURS
PREDATOR

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）

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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感想
実際に使用した患者様は 3 〜 4 ヵ月の定期的
なメインテナンスを受けている患者様ですが、
付着している縁上歯石は柔らかいのでシャープ
ニングをしなくても 3 人から 5 人くらいは使
用できると感じました。シャンクが柔らかいの
で歯肉退縮のある根面や根面露出の部位に軽い
タッチで当てることができ、必要以上に根面を
傷つけることがなく、ポケットが深いが縁下歯
石が付着していないポケット内は、シャンクが
長い分、挿入しやすくストロークの幅が分かり
やすいと思います。
硬い縁上歯石、長年付着していた縁下歯石につ
いては、しなりが少なくシャンクが少し硬めの
スケーラーの方が時間の短縮に繋がるのではな
いでしょうか？仕上げでグレーシーデュラビリ
ティーを使用するのが良い様に感じます。
私の様に長期メインテナンス中心の患者様を担
当して診ている歯科衛生士には、使用用途の多
いインスツルメントであると感じました。

歯科衛生士歴 30 年。
主人である院長とともに当初より患者様の訴え
に十分耳を傾け「患者様中心の歯科医療」に取
り組んできました。ここに至るまでの患者様と
の長いお付き合いの中で、歯科衛生士としての
診る目も当初の歯や歯肉から口腔そして全身、
さらには患者様の人生にまでかかわるように
なってきました。
赤ちゃんだった子がお母さんになり、お元気
だった方がご病気になられたり、亡くなられた
りと、歯科衛生士としての患者様とのかかわり
は実に広く、深いものであると感じます。歯科
衛生士としての学びもまた、歯周病中心から、
インプラント・審美歯科・栄養学・東洋医学・
全身統合医学へと広がり、同時に多くのことを
患者様から学び、教えていただく、まさにかか
りつけ歯科衛生士としての感謝の 30 年です。
今、医院に来られる患者様の約半数は歯科衛生
士が担当するリコールの患者様です。インプラ
ント治療後 30 年の長期メインテナンスの患者
様、全顎歯周外科後のメインテナンスの患者様、
脳梗塞後の機能障害のある患者様、ALS を発
症された患者様、認知症が進行している患者様
などなど患者様の口腔内も実にさまざまです。

夏見歯科医院
（香川県丸亀市）

歯科衛生士　夏見 まみ

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

指導もインスツルメントも口腔清掃道具も一人一
人の患者様に合わせて選択しなければいけません。
そこで今回、新たに開発されたグレーシーデュ
ラビリティーを使用しての器具の特徴や適応に
ついて考察させていただきましたのでご報告い
たします。
器具の特徴
◦ 持ち手のグリップがしっかりしていて細めだ

が把持しやすい
◦ シャンクが柔らかい（しなりやすい）
◦ シャンクが長い
◦ 使用後のシャープニングを必須としないが必

要であればシャープニングできる
適応症
◦ 定期的にメインテナンスを受けている方のス

ケーリング
◦ 補綴物の入っている部位で歯肉退縮がある方
◦ 根面露出部位のスケーリング
◦ ポケットが深いが（5 〜 6 ｍｍ）縁下歯石

になっていない

シャ－プニングフリーの
グレーシーデュラビリティーの臨床応用

SRP 終了後ポケットが 5 〜 6 ｍｍあり、プラークコントロー
ルが課題の定期健診の患者様。プローブで確認するが縁下歯
石の残石はなく、スケーラーで探知しながらプラーク除去（イ
リゲーション）を実施。グレーシーデュラビリティーはシャ
ンクが柔らかく長いため、ポケット内で操作しやすい。デブ
ライトメント用インスツルメントとしても使用可能。

補綴の有無に関わらず、歯肉退縮がありセメント質に歯石が
付いている症例も、誤ってセメント質を削りすぎることな
く歯石除去ができるので、経験の浅い者でも使用しやすい。

定期的にクリーニングされている患者様。
縁上に柔らかい歯石が付着している。

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

Products Information
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診療補助 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

ネクスト・デンタル ソレイユ
メインテナンスクリニック

（東京都荒川区）

歯科衛生士　林 智恵子

マイクロ DH には必須のアイテム　
エルゴフィンガー
超音波を用いた歯石除去時に
エルゴフィンガーを使用するとメリットがあります

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
＊使用の直前にフィンガーキャップをアダプターチューブに差し込んでください
＊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

私は歯科衛生士業務全般にマイクロスコープを使用していて、その際
にワンオペ用バキュームであるエルゴフィンガーを愛用しております。
特に超音波を用いた歯石除去時にエルゴフィンガーを使用するとメ
リットがありますので、その使用感についてお伝えしたいと思います。

まず、エルゴフィンガーは人差し指に装着して使用するため、支点と
作用点が近く、頬粘膜をめくるような感覚で余計な力を入れることなく
ソフトに作業ができます。そのため患者さんの顔が動くことなく、余計
な力が伝わりにくいため、患者さんにも「優しい操作」として伝わるよ
うです。また、口腔内にたまった水を吸引する際にも人差し指で微妙な
コントロールができるため、苦痛を与えず吸引することができます。

そして、エルゴフィンガーはノズルの先を 360 度回転させることが
できるので、手首の負担が軽く、細かな微調整も楽になります。細か
な微調整ができることで、頬粘膜や舌を不用意に吸引してしまうこと
がありません。また、ノズル先端も 5mm から 10mm へと伸ばすこ
とが可能で、ハンドルを持ち替えたり、手首を曲げたりせず、前歯部
から大臼歯部まで、楽に吸引部を操作することができます。

エルゴフィンガーのサイズは水色（S-M サイズ）、青（L-XL サイズ）
の 2 種類がありますが、指の太さに合わせて選ぶと良いと思います（私

は水色の S-M サイズを使用しています）。

また、ノズルの先端形状は一般的なストレート形状のものと、エアー
フロー用に扇状に少し広がった形状のものの 2 種類あります。8 番の
歯石除去時などは扇状のものが頬粘膜を広げる作用もあり、使いやす
くなったりしますので、ケースバイケースで先端形状を選べるという
のも利点の一つだと思います。

マイクロスコープでの施術ではミラーテクニックを多用することにな
るので、左手にエルゴフィンガーとミラーのダブル持ちをすることで
確実な施術が可能となります。
従って、エルゴフィンガーはマイクロスコープを使用する私には必須
のアイテムです。

Products Information
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イージーピック  EasyPick

M/LM/L
（ブルー）（ブルー）

XLXL
（パープル）（パープル）

XS/SXS/S
( オレンジ )( オレンジ )

シリコーン
コーティング

ノン・スリップ
グリップ

実寸大

シリコーンタイプのしなやかなピックが臼歯部含め
歯間に挿入しやすい

幅広のシリコーン
フィラメント

しなやかなピックが歯間に挿入しやすく、歯肉にも優しい
使い心地です。そして、幅広のシリコーンフィラメントが
効果的にプラークを除去します。

3 種類のサイズで、細い歯間から広めの歯間まで様々な歯間
のスペースに対応します。

＊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詳細はこちらからご確認ください

断面図

勤務するクリニックで矯正治療に取り組まれてい
る、もしくは、自分自身が矯正治療の経験がある
など、歯科医療従事者であれば、さまざまな形で
矯正治療に携わった経験がある方が多いのではな
いでしょうか。
私自身も、小児矯正や成人矯正、機能矯正やマウ
スピース矯正など、さまざまなケースの患者さん
を担当し、矯正治療中にむし歯や歯周病を発症し
ないよう、長く予防に努めてきました。

可撤式であれば、さほど影響を受けないものもあ
りますが、矯正治療の種類によっては口腔内に装
置を装着したり、治療中の歯の移動によっても、
セルフケアが困難になる時期があります。
また、プロフェッショナルケアにおいても、ブラ
ケットやアタッチメントを装着するケースでは、
使用する器具や機械によってはアプローチに限界
があり、術者としてリスクマネジメントに苦労す
ることもあるでしょう。
患者側としては、毎日の食事の際、食材の種類に
よっては装置に絡んでしまったり、歯の移動中に
スペースのあいた歯間部に食べ物が挟まってしま
い、それらがなかなか取れずにその都度、不快な
思いをしている方も多いです。

実は私自身も現在、絶賛マウスピース矯正中です。
（写真１）

マウスピース矯正中の必須アイテム
〜スプリーム & イージーピック〜

術者として患者さんに対して、前述のようなこと
が起こりうることは説明していたものの、いち患
者として日常を過ごす中で、本当の意味での不快
感や不便さを実感しています。　
特に外出先の食事では、もれなく歯間部に挟まっ
た食べかすがとにかく気持ち悪く、早くなんとか
したい気持ちになります。
しかし、必ずしも歯みがきができる環境ではない
ため、自宅に帰ってから歯みがきしようとそのま
まにすると、マウスピースの装着時間が短くなり、
コンプライアンス不良によるマウスピースの不適
合が起こってしまいます。
そこで、とにかく役立つのがイージーピックです。

（写真２）

株式会社 Up to You

代表取締役　加瀬 久美子

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

歯みがきができる環境がなくても、爪楊枝感覚で
気持ちよく食べかすを取り除くことができます。
歯間部に挟まってしまい、なかなか爪楊枝では取
りきれない繊維質なものも、イージーピックのシ
リコーンフィラメントが絡め取ってくれるので、
驚くほど簡単にするっと取れます。

もし、ゆっくり歯みがきができる環境があるなら
ば、歯間ブラシやデンタルフロスを使用すれば、
食べかすだけでなくプラークも取り除くことがで
きますし、本来ならばそれが理想です。
ただ、仕事中のランチタイムや外食の際には、ささっ
と歯みがきを終わらせたいこともあるでしょう。
その時にはスプリームが大活躍！
二層構造のフィラメントが歯間部にフィットする
ので、毛先を入れ込んでローリング法で歯みがき
するだけで、歯間ブラシやデンタルフロスを使え
ない時でも食べかすを取り除くことができます。

（写真４）

イージーピックとスプリームは、マウスピース矯
正はもちろん、ブラケット矯正中でも活用するこ
とができます。

今回はあえて、外出時のクイックな歯みがきにつ
いてご紹介しました。
なぜなら、マウスピース矯正は少しでも外してい
る時間を短く、そして、できるだけ長く装着する
ことで治療効果を得ることができるからです。
もちろん、毎回クイックな歯みがきでいいわけで
はありません。

外出時以外はきちんと時間をとって、プラークを
取り除く歯みがきをしましょうね！

Products Information
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歯科衛生士として、患者さんに OHI を行う際にまずは歯ブラシの処方
からするでしょう。その際、私が一番重要視することは 3 つあります。

・覚えやすい
・テクニックが簡単
・短時間で磨ける

おおむねこの 3 つです。

もちろんさまざまな操作性、プラーク除去効率が工夫された歯ブラシ
はたくさんあります。TePe シリーズの中にもたくさんありますが、
今回は私の歯科衛生士人生でなくてはならない、「コンパクトタフト」
についてお伝えしたいと思います。

患者さんにはさまざまな方がいらっしゃいます。時間をかけて丁寧に
磨ける方、器用に 1 本の歯ブラシを使いこなす方、歯科医院で OHI
を何度も受けて一所懸命磨いていらっしゃるのですが、なかなかうま
く磨けない方、覚えられない方、プラークの性状によっても除去しや
すい方、なかなか除去できない方がいらっしゃいます。一般的にタフ
トブラシといえば、叢生部や根露出部、矯正やインプラント部など、「部
分的に使用する補助用具」ですが、私はメインブラシとして使ってい
ただくことをおすすめしています。一番の理由はテクニックが簡単で
磨き方が覚えやすいからです。また限られた時間の中、シンプルに使
い方や当て方をお伝えすることができます。

毎日欠かさず続けてほしい歯磨き、「短時間で簡単で、かつ確実にリ
スク部位のプラークを落とすことができる」これが重要で、それがで
きるのはコンパクトタフトなのです。

また成人のみならず、お子さまの仕上げ磨きにもコンパクトタフトを
お勧めしています。小さな乳歯や第一大臼歯は圧倒的に磨きやすいで
す。もちろんお子様自身に OHI を行う時も、なるべく早くからコン
パクトタフトを使用します。私にも二人の子供がいますが、自分で歯
磨きをする年齢になってからは、まずコンパクトタフトで磨くように
教えていました。その後に私がそのままコンパクトタフトで仕上げ磨
きを行なっていました。そのように当たり前にコンパクトタフトをメ
インブラシとして使用していると、高校生と中学生になり仕上げ磨き
をしなくなった今でも、子供たちは歯磨きの時はまずコンパクトタ
フトを使って磨いています。さまざまなタフトブラシがありますが、
TePe のコンパクトタフトは細くて優しい素材のフィラメントを使用
しています。そのフィラメントの本数が多く密に植毛されていますの
で、どんな性状のプラークも簡単に除去することができるので、お子
様のような粘性の高いプラークにも適しています。

形態もラウンドカットされていますので歯肉に当たってもとても優し
いのです。

林歯科医院／
予防特化型サロン TOTONOU

（北海道帯広市）

歯科衛生士　福村 陽

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

私の歯科衛生士人生で
なくてはならないライフタイムブラシ 
TePe コンパクトタフト

患者さんにコンパクトタフトをお勧めすると、「子供にも使っていい
んですか ?」や「私のように歯の本数が少なくても必要ですか ?」な
どと聞かれることがあります。その時に私が必ず答えるのが、「コン
パクトタフトはライフタイムブラシと言って、歯が生えてから一生涯
使う歯ブラシなんですよ」と お伝えします。

どんな方にも必ずコンパクトタフトを使ってほしい、歯科衛生士とし
ての私の想いがより多くの方に伝わるように、これからもお勧めして
いきたいと思っています。

医療有資格者（看護師、理学療法士、歯科衛生士）だけで経営されている複合施設
omoto で予防歯科特化型サロンを行なっています。

サロンの TePe ディスプレイ。
利用者さまから好評です。

高校生の娘と中学生の息子は Tepe コンパ
クトタフト愛用しています。
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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

歯科衛生士の業務の中でも私が日々奥深いなと感じることが多い、患
者さんへの TBI。100 人いれば 100 通りの方法があり、アプローチ
の仕方は様々です。

患者さん一人一人に向き合い、その方に合った指導を行うために、歯
科衛生士の歯ブラシや清掃補助用具等の製品への幅広い知識と理解は
欠かせません。

最近では、患者さんから新しい製品を教えてもらう場面もあるほど、
本当に沢山の製品が販売されていますが、そんな中でも私がおすすめ
したいのが、TePe のユニバーサルケア。
このブラシはネック部分に独特な角度がつけられているので、口蓋側
や舌側へのアプローチに優れています。またヘッドが小さくできてい
るので、臼歯部などスペースの少ないところでも動かしやすいです。

私が実際にユニバーサルケアの魅力に気づいたのは数年前なのですが…。
元々は TePe のコンパクトタフトを使っていた患者さんに、上顎前歯
部に装着されているブリッジの口蓋側に磨き残しがあることを伝え、
コンパクトタフトでの TBI を行っていた際に「自分ではそこは意識し
て磨いていたが、先が小さくてどこに当たっているのかわからず難し
い。」と言われ、何か他におすすめできるアイテムはないかと悩んで
いた時、見つけたのがこのユニバーサルケアでした。
ユニバーサルケアは、毛束の密集したコンパクトタフトに対して毛の
長さもあり、歯ブラシのように植毛されていることに加え、独特なネッ
クの形状をしているため、患者さんが歯ブラシと同様に動かして磨く
ことができます。
ブラシの部分は横長に配列されているため、歯面に対して広く当たる
ので、連結のクラウンやブリッジ、インプラント等の歯冠の大きめな
補綴装置がある方や矯正装置のついている方におすすめです。
また、毛先はラウンド加工が施されているので歯肉にも優しくケアで
き、歯頸部へのブラッシングにも適しています。
そして、ネック部分はお湯で加熱し、アプローチしやすいように曲げ
て角度をつけることが可能です。

高梨歯科
（東京都日本橋）

歯科衛生士　大塚 理沙

患者さん一人一人に向き合い、その方に合った指導を行うために、歯科衛生士の
歯ブラシや清掃補助用具等の製品への幅広い知識と理解は欠かせません。

TePe
ユニバーサルケアの魅力

コンパクトタフト使用例

ユニバーサルケア使用例

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
■ コンパクトタフト ブリスターパック

ハンドルの色はアソートになります

■ 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。

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

タフトブラシを使ってもらっているけど、口蓋側がなかなか上手く磨
けない方や、ブリッジやインプラント等の補綴治療後の TBI などでぜ
ひユニバーサルケアを紹介してみてはいかがでしょうか。
TePe のシリーズを通して言えることですが、ハンドル部分が広くて
把持しやすく、ブラシ自体の見た目も可愛らしく、ハンドルカラーが
豊富で、使用する患者さんのモチベーションを自然とあげてくれるア
イテムだと思います。

Products Information

Dental World Vol.40 |  10



Products Information

・ 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

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

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。ハンドルはサステナブル素材です。

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

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

■ 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 

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。

セレクト  Select スプリーム  Supreme

セレクトコンパクト Select Compact

　TePe 社が取り組むサステナビリティ

＃ 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

スウェーデン歯科衛生士会は
TePe 製品を推奨していますテペ
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口腔ケアのリーディングカンパニーである TePe Oral Hygiene Products 社
とスウェーデン歯周病インプラント学会 (Swedish Society of Periodontology and Implantology) は、

“国際社会全体の口腔衛生意識向上を目的とした提携”を発表

スウェーデン歯周病インプラント学会は、歯科界の中でも優れた専門家集団の一つです。同学会は、患者さんのコンプライアンスの重要性を認
識し、特に歯間クリーニングを行うことが歯周病の予防・治療と口腔内の健康維持の基盤となると位置づけています。同様に、TePe 社の製品も、
予防歯科、特に歯間クリーニングを行うことを前提としています。

両者は、口腔衛生に関する共通ビジョンに基づき、歯周病およびインプラント周囲疾患の予防と治療を促進するために協力していきます。
 

TePe 社とスウェーデン歯周病インプラント学会のコラボレーションは下記を目的としています

• 共に口腔衛生の推進を目指します
• 歯周病およびインプラント周囲疾患の予防と治療における口腔衛生の重要性を周知します
• 口腔の健康、および口腔と全身の健康との関連について周知します
• 歯科衛生士の役割とチーム歯科医療の重要性を強調します
• TePe 社のビジョンである“口腔衛生の啓蒙を通して、生涯健康な笑顔をもたらすこと”を社会一般の人々と医療の専門家へ強調します

スウェーデン歯周病インプラント学会
会長からのメッセージ

2023 年 10 月 29 日（日）

スウェーデン歯周病インプラント学会
／ TePe 社 

提携記念講演開催！
スウェーデン歯周病インプラント学会会長Dr. Anna Bogren
をお招きし、対面（東京）とオンラインのハイブリッド形式
の来日講演会を予定しております。

詳細情報は 2023 年 4 月頃に弊社ホームページ
“研修セミナー”、また弊社各種 SNS にてご案内いたします
ので、是非ご確認ください。

各種 SNS はこちら

お知らせ

スウェーデン歯周病インプラント学会 (Swedeish Society of 
Periodontology and Implantology) はこの度、“口腔内の健
康を促進する”という同じ重要な使命を持つ TePe 社と強力な
提携を結ぶことができ、本当に嬉しく思っています。
私たちは、歯周病学とインプラント歯科学における成功要因の
一つである予防的口腔ケアの重要性を高めることを目的とし
て、共に活動しています。

私たちは QOL 向上のために持続可能な
取り組みをしていきます。

Dr. Anna Bogren
歯周病専門医
スウェーデン・ウメオ大学 准教授 
スウェーデン歯周病インプラント学会 会長
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当院では飛沫感染や、新型コロナウイルス対策として様々な工夫をして
います。マスクは他の感染対策商品と違い一日中着用しなければなりま
せん。新型コロナウイルスの感染が懸念されるようになってからはプラ
イベートでも必須のアイテムと言えます。

マスク着用の日常化により、お店やインターネットではさまざまな種類
のマスクを見るようになりました。常に着用するものとなると、やはり
マスク選びはとても重要になってきます。例えばゴーグルやシールドを
着けた時などは、頭の外側から圧迫されたり引っ張られる力がかかった
りすると、頭痛を引き起こしてしまうことが多々あったのですが、それ
と同じように一日中マスクをつけていると、マスクのひもに力がかかっ
て耳に負担をかけ、首や肩のコリや頭痛につながっていました。

そのようなマスク生活にストレスを感じていたときにアベビータプロテ
クトマスク 2.0 に出会いました。

こちらのマスクはイヤーループになっていて耳への圧迫が少ないものに
なっていますので、長時間つけていても耳が痛くなることがなくなりま
した。さらに、簡単に調整することが可能なので、その都度耳へのフィッ
ト感を変えることができ、首や肩のコリ、頭痛を抑えることにもつなが
りました。また、ノーズクリップを調整できることによりしっかり鼻に
フィットするので、マスクの隙間から息が漏れることがなくなる上に、
ゴーグルやシールドの装着時にも目の前が曇ることがなくなったので業
務にとても集中しやすくなりとても快適になりました。

アベビータプロテクトマスク 2.0 は、100% 天然コットンで肌に優し
く作られているので、馴染みやすく肌トラブルの悩みがなくなりました。

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

クローバー歯科クリニック
（大阪府豊中市）

歯科衛生士　山下 萌

普段使いとの両立ができるようなデザインで、カラーバリエーションも
豊富なので、その日の気分によって色を変えたりもします。マスク１つ
で毎日のモチベーションも変わると実感できました。

私が一番良いと感じたのは、洗って繰り返し使用できる点です。不織布
マスクは使い捨てが基本となり再利用はできませんが、布マスクは洗っ
て繰り返し使用できるのでコストパフォーマンスが良く、患者さんから
も言われるようになってきた SDGs のコンセプトにもぴったりです。
また、4 層構造になっているので、99% 抗ウイルス、99% 抗菌、
99% フィルター性能、0.1 ミクロン粒子まで補集できる性能まであり
ます。医療現場での感染対策として安心して使用できる構造です。

新型コロナウイルスはもちろん、花粉、菌、ウイルスなど多くの病原体
といつも向き合わなければならない医療従事者にとって、基本的な感染
対策のマスクの着用は必須です。患者様に安心して受診していただける
ようにこれからもさまざまな工夫をして診療していきたいと思います。

医療従事者の感染対策の選択
アベビータプロテクトマスクの特徴について

アベビータプロテクトマスク 2.0
装着時　横面

アベビータプロテクトマスク 2.0
装着時　正面

洗った後の状態

・ 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

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
標準価格　2,300円（税込2,530円）　参考患者価格　3,000円（税込3,300円）

ピンク ブルー ホワイト グレー ブラック

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

Products Information

4 層構造になっているので、99% 抗ウイルス、99% 抗菌、99% フィルター性能、
0.1 ミクロン粒子まで補集できる性能まであります。
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2019 年末を発端に全世界的に蔓延し、今
なお大きな波を繰り返している新型コロナウ
イルスは、私たちの生活様式は大きく変化さ
せました。まずは、この場をお借りして、被
害に遭われた皆様に、お見舞い申し上げます。

この著しい変化により、感染に恐怖された
方、また周囲への迷惑を考慮し、趣味事を控
えた方も多くいらっしゃるのではないでしょ
うか。
同時に、そのような渦中にあっても、趣味事
は大事なライフワークなのだと、再認識され
た方も少なくないことでしょう。好きなこと
ができない、好きな人たちに会えない、それ
自体がストレスとなり、心身や日々の生活に
大きな影響を与えたことは容易に想像できま
す。そんな時代だからこそ、生まれたかもし
れない「アベビータプロテクトマスク 2.0」

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

株式会社田中歯科器械店
　神奈川支店

（神奈川県横須賀市）

課長　齋田 馨介

今だからこそ、アウトドア好きの必需品になりえる
こだわりの機能性と経済性に秀でた
アベビータプロテクトマスク 2.0

を、学術的なことはこれまでに多くの方が執
筆なさっておりますので、今回はライトな雰
囲気で、使用感に関する記事を書かせていた
だきます。

実は私の唯一と言っても過言ではない趣味
は、スキーです。しかし、2020 〜 2021
シーズンは、仕事や家族への影響と安全面を
考慮し、30 年以上ぶりにシーズン滑走「ゼ
ロ」となりました。30 年以上ぶりに１度も
滑走できなかったことは、私にとっては大き
なストレスでした。

そんなストレスを抱えたままシーズンを終
え、悶々としていた初夏に、クロスフィール
ド株式会社より紹介されたマスクを見て目が
輝きました。それが「アベビータプロテクト
マスク 2.0」です。

機能面では、PM2.5 どころか、より微細な
PM0.1 まで捕集できるナノフィルターを搭
載しているにも関わらず、豊富な 5 色展開
は選ぶ楽しみがあります。さらに、フィルター
性能上 20 回が限界のようですが、洗濯機で
繰り返し使える経済性は、汗をかくスポーツ
や趣味には最適です。

早速、同じスキーを趣味に持つ先生と、釣り
場は意外と密になるという釣りが趣味の先生
にも紹介したところ、性能面やデザイン面か
ら、快くご購入いただきました。それどころ
か、ファッションやスタイルに合うタイプと

色を追加でご購入いただくほど、とても好評
でした。

「アベビータプロテクトマスク 2.0」には、
呼吸が楽になる弁機能があるバルブ付きとバ
ルブがついていない通常タイプの 2 種類が
あります。フィルター機能による着用時の息
苦しさはあるので、暑い夏場や有酸素運動を
される方には、バルブ付きが快適です。私も
使いはじめは少し息苦しさがありましたが、
慣れてくると呼吸も自然になり、今ではバル
ブなしの通常タイプでスキー場を滑っていま
す。それだけフィルター効果は高く、呼吸に
影響しますので、使用目的と場所を考えた上
でのマスクの選択が必要です。

今シーズンも気を抜かず、趣味も楽しみたい
と思いますが、赤と黒などの 2 色展開のデ
ザイン性の高いスポーツ向けに特化したマス
クが発売されることを期待しています。

最後になりますが、これからは、安全安心で
大好きな趣味も思いっきり楽しみましょう。
そして毎日のお仕事や診療も今まで以上に充
実させていきましょう。

Products Information

アベビータプロテクトマスク2.0 バルブ付

フィット感と口回りの空間が快適息がこもりにくいバルブタイプ

ホワイトとブラックの2色展開 目立ちにくいバルブ

アベビータプロテクトマスク2.0バルブ付

商品名　

アベビータプロテクトマスク2.0 バルブ付　1枚入
ホワイト／ブラック
標準価格　2,300円（税込2,530円）　参考患者価格　3,000円（税込3,300円）
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私たちが毎日の診療で行なっている業務の中
に歯面研磨があります。その際に使用する機
材の選択・使用方法はとても重要になります。
当院では新製品が発売された際、その製品に
ついて歯科衛生士チームで検討・検証し医院
で使用する製品になるか否かを考えます。患
者さんにとって良い製品は取り入れたいです
し、満足の高い製品であれば双方が良い結果
を得られると考えるからです。

さて、今回新しく発売された「プロフィーペー
スト Pro シリーズナノ粒子ハイドロキシアパ
タイト（HAp）」を診療に取り入れようと勤務
先の歯科衛生士が使用してみました。

私の勤務する歯科医院は地域密着型のため、
小さなお子様から高齢の方まで様々な年齢の
方が来院されます。また予防歯科に力をいれ
ており、予防歯科を受診する際に患者さんへ
の説明は勿論のことメインテナンスに通い続
けることで手に入れられる口腔内について、
また口腔の働きについてなども年齢に合わせ
てお話させていただいています。予防歯科は
私たちの努力だけではダメ、大切なのは患者
さんと一緒に行う必要があるからです。だか
らこそ、メインテナンスで行う施術には患者
さんが気持ち良く、爽快感が得られ、ツルツ
ルして感動する、などと感じていただけるこ
とはとても大切で、この体感が通い続ける患
者さんのモチベーションの一つになるのでは
ないかと思っています。

このペーストは、青い粒が入っており、使用
している過程で粒が歯面を転がり付着してい
るバイオフィルムや着色を除去してくれます。
さらに全員一致で「艶が出る！！」との意見
でした。確かに使用後口腔内をみると歯面が
ピカッと光っているのです。
青い粒に抵抗を感じる歯科衛生士もいました
が使ってみると大きな問題はなく、診療時間
内に 1 剤で艶まで出るペーストに満足する結
果となりました。

さらに「粘性」もとても気に入っています。歯
面にのせたときカップと歯面の密着度が良く、
飛び散りもほとんどなく、力を入れすぎなくて
も操作性がとても良いのにびっくりしました。

クリエーレ代表 TeamGrin'n
（東京都新宿区）

歯科衛生士　北原 文子

何より患者さんからの感想で

・ミントが辛くなく丁度よい
・ツルツルして気持ちが良い
・歯が白くなった気がする
・歯が光っている
・さっぱりした　　

など良い感想を多くいただけたことで当院に
新しく仲間入りする製品となりました。

新製品が新しいコミュニケーションを生む！
〜 1 つで何役もこなすプロフィーペースト Pro HAp がやってきた〜
歯面にやさしく清掃性・効率化・満足度が得られる万能ペースト

ペーストの隙間から既に艶が見え隠れする

ペーストとカップの密着度の良さ

シーラント前の処理にも使用

小さなお子様でも抵抗なく使用

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

低年齢にも積極的に使用可能
強いミント味ではないため、小学生〜中学生
のお子様にも積極的に使用しています。フッ
素が配合されていないのでシーラントをする
際にも使用しています。

新しい製品が私たちのメ
インテナンスシステムに
採用されることで患者さ
んとの会話も弾みコミュ
ニケーションの向上にも
つながります。また長く
通院されている患者さん
にとって“マンネリ化”
が改善されるきっかけに
なります。私たちの知識
の更新にもつながり、新
しい製品を通して衛生士
各自がどのように使用

し、どう考えているか？なども話し合う時間
がとれるため、製品がきっかけで院内でのプ
ラスのコミュニケーションを持てるのも嬉し
いことなのだと思います。

年齢や経験が違う者同士が同じ職場で働いてい
るため、同じ医院に来院される患者さんへの施
術の差が生まれないよう、共通点を増やしてい
くことでお互いの大切にしている価値観を知る
ことができ、その時の会話により施術の差も少
なくなっていくと感じています。“製品”って
共通言語のようなものだなぁと思っています。

佐藤歯科医院スタッフと
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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

頑固な着色汚れは、歯科医院の PMTC でな
いと落とすことができません。

当院では臭いや不快感に配慮し、思わず眠っ
てしまうような気持ちのよい歯のクリーニ
ングを提供するために、プロフィーペースト
Pro(HAp) を、フロッシングにはガムチャッ
クスを使用しております。

ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有のプロ
フィーペースト Pro(HAp) は重宝しており、
患者様からもポリッシング後にすっきりした
ミントの香りで使用感がとても気持ち良く

「お口がさっぱりしたよ」「歯がツルツルに
なって気持ちいい」などの声をいただき、リ
ラクゼーション効果と満足度が高いと好評で
す。色合いや見た目のデザインもスウェーデ
ンらしさを感じるパッケージです。

当院では予防に力を入れているため、クリー
ニング後は歯みがきに興味が湧くようにカラ

患者さんに効率よくセルフケアしていただくために
〜当院での取り組みをご紹介します〜

石神井公園駅前四季デンタルオフィス
（東京都練馬区）

院長　中村 紀子

フルで可愛いデザインの TePe のものをお
勧めしております。歯ブラシが苦手だったり
面倒だと思っているお子様や若い男性患者様
には特に喜んでいただいております。TePe
の GOOD シリーズは SDGs のコンセプト
に基づき環境に優しいサトウキビ由来のバイ
オプラスチックでできています。　
当院は環境に配慮している患者様が多いため
このシリーズもとても人気があります。

TePe の歯ブラシの太くて握りやすいグリッ
プや、ラウンドに加工された毛先は磨いてい
てとても気持ちが良いです。TePe 独自のこ
だわりを感じております。

ガムチャックスフロスは C- シェイプという
歯間隣接面のカーブにフィットする仕組み
や、2 本のハンドルで操作がしやすい等、と
ても使いやすいフロスなので、物販などでも
患者様にはとても好評です。

使用例
詳しくは動画を
御覧ください

The sustainable future of your dental practice
二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化を抑制するために。
ハイゴフォーミック Bio は再生可能なサトウキビを原料とした
バイオベース ポリエチレンを使用しています。

■ 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
■ 衛生的な単回使用
■ 環境に優しいサトウキビを原料としたバイオベース ポリエチレン
 “グリーンPE”を使用

Hygoformic Bio

ハイゴフォーミック Bio
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

バイオ

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でできています

専用アダプターを使って排唾
ラインに接続

商品名

ハイゴフォーミック Bio
販売名：ハイゴフォーミック　  医療機器届出番号：13B1X00133000065

100個入（専用アダプター5個付き）

 標準価格 2,200円（税込2,420円）@22円 /個

バイオ

ハイゴフォーミック Bio

専用アダプター
(外径6.5ｍｍ、内径4mm、長さ45mm)

Products Information
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Jokan スクール 代表
（広島県安芸郡）

歯科衛生士　上間 京子

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

Products Information

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

“歯科衛生士の仕事は技術 2 割、コミュニケーション 8 割。”
歯周インスツルメンテーションの権化（笑）と呼ばれる私がこう言うと皆さ
ん驚かれると思います。

現役プレーヤーとしてたくさんの患者さんを診ていた 60 歳頃まで私は患者
さんとのコミュニケーションがとても楽しみでした。口腔内の状態はもちろ
んのこと、いわゆる歯科衛生士の三種の神器、プローブ、スケーラー、歯ブ
ラシ、また歯磨剤や歯面研磨剤のことなど、患者さんによく説明したもので
した。スケーラーなども「この小さな刃を一回ずつ研ぐんですよ」というと、

「上間さん、ちょっと触ってみてもいい？」と言われた男性もいて、手に取っ
てしげしげと眺められていました。

大方の患者さんはお顔にタオルをかけられて横にされているので、ほとんど何
をされているか分かりません。“（前回は痛かったけど今日は気持ちが良かった。
歯がツルツルになった）”と、内心黙ってうなずかれているだけです。これだ
と実はあまりに惜しい！医療の効果半減です。説明して納得してもらう以上の
ことがコミュニケーション 8 割の所以。歯科衛生士の魅力は多くのファンを
作ります。（写真の歯科衛生士はその典型、多くのファンを持っています。）

「〇〇さん、今日は新しい種類のペーストを使いますね。このペーストは世
界 50 か国で使用されているロングセラーですが、特にナノ粒子ハイドロキ
シアパタイトが入っているものなのです。歯がツヤッツヤになりますよ」と
説明してから使うのです。チェアータイムがタイトならタオルのかかった患
者さんのお顔の上で“ささやく”のです。ほんの数十秒しかかからない、操
作をしながらのコミュニケーションです。

これは以前通っていた美容院で私が密かに学んだことです。カリスマ美容師
さんのカット中、助手さんがキレイな洗面器にお湯を入れて私の側に座りま
す。「手のお手入れをさせていただきます」と優しく言ってから、ソッと私

の手を温かいお湯につけてくれました。「上間さんはオレンジとミントとど
ちらがお好きですか？」と尋ねて下さり、お湯の中にオレンジのエッセンシャ
ルオイル数滴落とすといい匂いが立ち込めます。しばらくするとお湯から手
を引き上げて柔らかいタオルの上でマッサージです。うっとりしていると助
手さんは使っているクリームの説明を始めました。「ノンオイルでべたつか
ずスッと吸収しますよ。よろしかったら受付に置いてありますから。」サラッ
とこう言って終わりました。私、もちろん購入して帰りました。「ノンオイ
ルでべたつかずスッと吸収します」の説明が効いたのです。
営業じゃない営業でしっかり価値を伝えています。

歯科医院は独特で魅了的な医療現場です。医療であって、審美であって、患
者さんとのコミュニケーションも楽しめる空間。
私は飛行機に乗るたび、CA さんとの短い交流の中でいつも私たち歯科衛生
士の姿を重ねています。泣く子におもちゃを渡してあやす姿、優しい眼差し
でサービスしてくれる姿、声に。交差しない距離感の中のすばらしいコミュ
ニケーションで、彼女たちは最高の価値を伝えています。

歯科衛生士のコミュニケーション　　
～価値を伝えること～
歯科衛生士の仕事は技術 2 割、コミュニケーション 8 割。

笑顔の患者様と一緒に

Jokan スクール卒業風景
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プロフィーペースト Pro HAp
各医院の歯科衛生士からの感想をお伝えします

このペーストの良さを特に感じたのは小児で使用したときです。
うがいが苦手な子や適当にゆすぐ子は口腔内にペーストが残って
しまいやすく、もう一度ゆすがせたりこちらが洗い流したりと、
余分に手間がかかっていたのが『あらっ！？』のスッキリ状態。
私もすっきりと安心した気持ちになれました。
そして他のペーストより操作性が良く歯面にツヤが出ます。発泡

が少ないのでしっかり当たっているのが確認できるところも良い
と思います。
今後、当院でも使っていくように提案します。

ますだグループ　ますだ歯科（大阪府）

歯科衛生士　本 幸世

最初は粗めの粒子が入っていることに驚きましたが、使用し
てみて納得でした。ラバーカップを回転させる度にどんどん
粒子が細かくなっていきました。そして薄い着色はスッとき
れいに落ちました。その上、歯面がピカッと光ります。患者
さんも「とても艶が出ていますね！」と喜ばれていました。

ワンステップというのが時短になり、術者にとっては大変有
難いです。

えがしら歯科（大阪府）

歯科衛生士　井上 澄香

白色のペーストに青の粒子が混ざっていますが、ザラザラ感はな
く、伸びの良いペーストでした。味も優しいミントで爽快感があり、
ナノ粒子ハイドロキシアパタイトの効果からか、使用後は歯面に
ツルツル感がありました。薄い着色は除去ができ、フッ素無配合
なので、インプラントの患者さんにも使いやすいペーストだと思
います。S R P やスケーリング後のリペアに適していると感じま

す。患者さんからは「歯の表面の舌触りがツルツルしていて気持
ちが良い」「使用後、時間がたってもネバつきや乾燥感が出にくく
なった」と嬉しいご感想をいただきました。

わく歯科医院（兵庫県）

歯科衛生士　後藤 ゆうか

硬過ぎず軟らか過ぎず、ちょうど良い硬さです。唾液と混ざっ
てもダマになりにくく使い勝手はとても良かったです。エナ
メル質がツヤっとするように思います。味、香りはほぼなく、
どんな人にも使えそうです。患者さんからは「ペーストのつ
ぶつぶは舌にあたる感じがなくて、歯がつるつるする」と言
われる事が多かったです。男女間で若干の感想の違いがでた

ように思います。女性の方にはとても好評で、男性の方から
はもっとミントが効いてスーッとする感じが欲しいと感想を
もらいました。

千束町歯のクリニック（茨城県）

歯科衛生士　軽部 杏里

一次研磨から最終研磨まで使用する事ができ、複数の
PMTC ペーストを使用する必要がないのでチェアータイム
も短くなり、術者だけでなく患者さんへの負担も少なくなり
ました。使用開始時には大きな粒子がありますが、小さい粒
子へと変化するので一歯に当てる時間が分かりやすいと思い

ました。また、ペーストの飛散が少なく伸びが良くて歯面に
も馴染みやすいです。ペーストは残りにくく、患者さんから
は洗い流した際に爽快感を感じ、味が良いと好評でした。

信宏会（大阪府）

　歯科衛生士グループ

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
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GPトリマー
歯科用練成充形成器
ガッタパーチャカッター

GP Trimmer

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）（単3形充電池は付属していません）

GPトリマー付属品（別売価格）
ヒートカッティングチップ4種（各形状1個入り） 標準価格 9,800円（税別）
ヒートカッティングチップ単品（4個入り） 標準価格 9,800円（税別）

長さ約16.7cm　重さ約55g ※ヒートカッティングチップ・充電池含む
ヒートカッティングチップは121℃オートクレーブ可能（本体はオートクレーブ不可）

■ 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

ピュアリフレクト ミラー
明るい！クリア！！鮮明！！！

商品名　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 18,000円 （税込19,800円） 12本 /パック ＠1,500円（税別）
12 本入り サイズ 3

標準価格 各 12,000円 （税込13,200円） 12本 /パック ＠1,000円（税別）
12 本入り サイズ 4　サイズ 5
標準価格 8,400円 （税込9,240円）12 本 / パック @700（税別）
1 本入り サイズ 4
標準価格 950円 （税込1,045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

US MADE
アメリカの歯周病専門医が考案
視覚的に平行を確認しながら安全・確実にシャープニング

面を75̊にカッティングすることにより
正確な研磨角度を実現
スケーラー ・ キュレットのシャープニング方法

ゴールドエッジシャープナー

ガッタパーチャ余剰分を切断。
バイブレータ機構により
電熱時の通電を確認。

  4種　1 ベリーシャープ　2 シャープ　3 ラウンド　4 ベリーラウンド

1.ベリーシャープ 2.シャープ 3.ラウンド 4.ベリーラウンド

ホール形成前用
（ピーソリーマー使用前）

前歯用 小臼歯用 臼歯用

商品名　

ゴールドエッジシャープナー
標準価格 12,000円 （税込13,200円）

● 視覚的に 75̊の研磨角度を確
認できるので安定したシャー
プニングができる

● シャープニング時に水・オイ
ルが不要

● オートクレーブ滅菌可能
 （水分を吸収しにくい）
● 本体の右側面にある 2 つの溝
でスケーラー・キュレット先
端部の形態修正が可能

各面が並行に
なるようにする

75°

側面

先端部

図のようにゴールドエッジシャープナーの上面が平行になるよう保つ。

スケーラーのブレードを水平に固定し、シャープナーの平行を保ちながら
軽く短いストロークで上下に動かす。

インスツルメントの先端部に対して側面の溝に45°の角度であてる。
角度を45°に保ちながら軽く4～5回研ぐ。

8.5cm2.5cm

75°
1.1cm

医療機器届出番号：13B1X00133000008

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

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
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OROヘッド＆ヘッドレストカバー

＊インド製
＊ ISO9001 / 13485認証

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

術者保護エプロン

* 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

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（税別）/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（税別）/100 枚入 （@19 円 / 枚）
＊ディスポーザブル

肩シール位置

78cm

37cm

ウ
エ
ス
ト
シ
ー
ル
位
置

Infection
Control

低価格で高品質な感染予防シリーズ
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 )

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

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

● 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

● 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

ニットカフ

着丈
115cm

＊インド製　＊ ISO9001 / 13485認証

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

清潔でコンパクトなパッケージ 幅13.5cm

伸張性の高い不織布

EZ フィットピロー

バルブ

EZフィットピロー

47cm

50cm

ユニットのバキュームで治療しやすい形にメイキング
+患者さんの頭部によく合う形にすることで、
　口腔内へのより簡便 (EZ) なアクセスが実現

+首筋から頭部にかけて固定されるので
　患者さんの頭部が動く恐れが少ない

+レストが保てるので長い治療もストレスを感じにくく、
　疲れにくい

カバー　/グレー

商品名　EZ フィットピロー
標準価格　35,000 円（税別）

商品名

ICORE ヘッドレスト FLAT
標準価格 12,500 円（税別）

商品名

ICORE ヘッドレスト DA
標準価格 11,500 円（税別）

オプション

商品名　EZ フィットピローカバー
グレー　2,500 円（税別）

ICORE ヘッドレストを図のように首にあてると、
口腔内へのアクセスが容易になります。

ネイビー ベージュ

MADE IN THE U.S.A

患者さんの満足度UP
+自分に合った形のヘッドレストなので
　リラックスしてゆっくり治療を受けられる

+頸椎に問題のある患者さんでも安心

患者さんがより快適に受診いただくための

ICOREクッションシリーズ
やわらかさを調整できる高密度メモリーフォームクッション

20.3×15.9×10.2cm 20.3×15.9×8.9cm
27.9×19×8.9cm

ICORE ヘッドレスト

各製品共通色

商品名

ICORE バックレスト
標準価格 15,800 円（税別）

メモリーフォームより固めの棒状素材をはめ込むこと
で適度な反発性を実現

6パウンド高密度メモリーフォームで患者さんの心地
よさを追求（ヘッドレストDA, ヘッドレストFLAT, バックレスト共通）

外面カバーは耐久性、抗菌性、耐液性に優れた医療用
のウレタン素材を採用しています

固めの棒状素材は背面のチャックを開けて簡単に取り出すことがで
き、付属の6パウンド高密度メモリーフォームの棒状素材を入れる
ことで、さらに柔らかくすることもできます

確実に留めやすいロッククランプタイプ
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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。

【 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
Luxator® Periotome

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

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!

REUSABLE HANDLES. 10 FLOSSING TIPS

NEW FLOSSING INNOVATION

INNOVATIVE DESIGN ENABLES
THE DENTIST RECOMMENDED

“C” SHAPE

STARTER
PACK

US MADE

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

■ 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）

医院価格 4,000円（税込4,400円）　＠400円／パック
参考患者価格  600円 /パック（税込660円）

■ ガムチャックス　リフィル パック 10セット
（リフィル30個） 

医院価格 6,800円（税込7,480円）　＠680円／パック
参考患者価格  800円 /パック（税込880円）

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

商品名 ラクスエーター・プラス
販売名：ラクスエーター・プラス　  医療機器届出番号：13B1X00133000007

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

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 12,000 円 / 本（税別）

PK4 4 本セット 標準価格 41,000 円 / セット（税別）

Luxator® P-series

User 
friendly 

instruments

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
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Products Information

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

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。

バイブラジェクト

“震動”が“麻酔注射の痛み”を軽減*
Made in U.S.A

商品名  バイブラジェクト 
標準価格　45,000円 (税別 )
■ 内容物
 本体（モーター×1、クリップブラケット×3）
 ボタン型電池×4／取扱説明書
 ※クリップブラケットはオートクレーブ可
 　モーターはオートクレーブ不可
 ※ボタン電池は一般の市販品をご利用下さい。
 規格：Ｇ-13、ＳＲ-44、ＬＲ-44
■ 製品保証期間：購入から6か月

トルクコントロール
手動式トルクドライバー

商品名 トルクコントロール
標準価格150,000円（税込165,000円）
（インスツルメントは含みません）

販売名：トルクコントロール　  医療機器届出番号：13B1X00133Z00028

7種類のトルク値　10/15/20/25/30/32/35N.cmが1本で可能
軽量=135g　　　小径ヘッド（高さ=11.35mm/径=9.2mm）

Made in Polandコストパフォーマンスに優れたダイヤモンドコーティング・チタン製の持針器
スピーディーでより精度の高い治療をサポート

ヒルメッド カストロビージョ・チタン持針器

曲がる、しなる、
だから折れにくい
そして長く使える ステンレススチール製

フレキシブル ペリオトーム　直

MADE IN U.S.A.

● マレッティング対応

マレッティング非対応

● 持ち易く、滑りにくい加工

● 先端部はブレード、両側面は鋸歯状の構造からなり、
 左右にぶれにくい挿入をサポート

力が加わると“しなる”ため、折れにくく、長く使用できます。
フレキシブルな先端は歯根膜への挿入を容易にし、
診療中のストレスが軽減されます。

バイブラジェクト付属品（別売価格）

クリップブラケット（3個）　17,000円（税別）

■ ルート エクストラクター

■ フレキシブル ペリオトーム　曲

■ フレキシブル ペリオトーム　直

商品名 フレキシブル ペリオトーム
医療機器届出番号：13B1X00133000054　オートクレーブ対応（121℃）

標準価格 20,000円／本（税込22,000円）
フレキシブル ペリオトーム　直／フレキシブル ペリオトーム　曲／ルート エクストラクター

● マイクロスコープ下でも 反射しにくく、目に優しい 
表面加工

● 作業部からロックエリアまでなめらかなラウンド加工
を施してあるので、

● 縫合糸にダメージを与えにくい
● 継ぎ目や結合部分がない構造のため、耐久性が高く腐
食しにくい

指定縫合糸 ： 4-0～7-0　全長：150mm　先端幅：0.8mm

商品名 ヒルメッド カストロビージョ・チタン持針器
医療機器届出番号：13B1X00133000050

直　　標準価格 80,000円 /本　（税別）
曲　　標準価格 85,000円 /本　（税別）

米国特許番号：5.647.851
※上の写真は装着例です。本製品にシリンジ、ニードルは含まれません。
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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
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CrossField www.crossf.com

Made in Germany

ドイツ製高品質インスツルメント
世界80カ国以上で愛用されています どんな角度でもらくらく調整

360°ブレードホルダー

・360° どんな角度にも簡単に調整が可能
・片手でもロック可能なシンプルロックで
 優れた操作性
・人間工学に基づいた手に馴染みやすい
 デザイン

使用方法、滅菌方法の
動画はこちら

左記のQRコードより
アクセスしてください

遠心部歯肉溝切開遠心部切開歯肉溝切開縦切開

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）

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

DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

商品名 KAI コーティング替刃メス

《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。

NEW PRODUCT

医療機器届出番号：13B1X00133000083■ 販売名　360°ブレードホルダー
 材質：ステンレススチール　オートクレーブ対応

* ブレードは商品に含まれません。一般的な替刃メスNO.10番台に対応しています。
 詳しくは裏面の替刃メスをご参照ください。　　　

写真提供：
2 in 1 デンタルクリニック& ワークス（東京都千代田区）　院長　細谷　紀之

20枚入  1,000円(税込1,100円)

1枚あたり 50円(税込55円)

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/


