
感染予防対策に

「使い捨て」の
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オプトラダム
患者様の口にフィットする 3D 構造のラバーダム

オプトラゲート
患者様の開口をやさしく助け、
治療効率向上につなげる開口器



オプトラダムは、解剖学的にデザインされた 

柔軟性のある 3D 構造のラバーダムです。

使い捨てなので、感染予防対策の手段の 1 つに

なります。

使い捨て
滅菌等の感染管理の気配りから開放される

拡散を減らす
歯科医院内で起こりうるエアロゾルを減少 *1

メタルフレームいらず
装着中も着脱時も患者様は快適

ラバーダムの使用で 
一段上の保護を

*2

OptraDam

*1   L. P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans;  ASDC Dent. Child. 56, 442-444 (1989):  
The efficacy of rubber dam isolation in reducing atmospheric bacterial 
contamination(only abstract available)

*2   In combination with the usual protective measures

オプトラダム
3D 構造のラバーダムでフルアイソレーション（隔離）



オプトラゲートは、ラテックスフリーの開口器

です。その独特の柔軟性と弾力性により、患者様

の開口を助けながら快適に装着できます。

使い捨て
滅菌等の感染管理の気配りから開放される

パーシャルアイソレーション（簡易隔離）

で効果的な術野の確保
治療箇所にアクセスが容易

集中と効率
スタッフの手を借りず、治療に集中できる

1億個以上使用*3million
 100  グローバルで

OptraGate®

*3 Ivoclar Vivadent AGが出荷した実績

オプトラゲート
口腔内の防湿を容易にする



オプトラダムは、フルアイソレーション（隔離）

が必要なケースだけではなく、高い防湿が

求められる一般歯科治療にも使用できます。

ラバーダムを取り入れることによって、エアロゾル

汚染や患者様、医療従事者の保護手段を向上

させます。

治療を成功させるために、患者様にとって快適

性の高い、パーシャルアイソレーション（簡易隔離）

は良く使用される方法です。

直接修復時だけではなく、セメンテーション 

の時にも防湿が不可欠な症例に、簡易隔離

ができるオプトラゲートは、審美治療の 
長期にわたる成功の基盤と なります。

オプトラダムの装着はこんなにも簡単！

装着ビデオはこちらにアクセス:
https://vimeo.com/576989452

審美修復治療を成功させるためには、唾液および血液等による汚染を防ぐ必要があります。

術野の確保 なしに

審美は語れない



*4   M. A. Cochran et al;  JADA 119, 141-144 (1989):  The efficacy of the rubber dam  
 as a barrier to the spread of microorganisms during dental treatment. 

口腔内からの微生物拡散に対する第 1 段階のバリアとなる、ラバーダム。

治療中の微生物拡散防止をするため、ラバーダム

の使用は標準的な対策です。

臨床試験では、ラバーダムの使用により微生物

が 90 〜 98％*4 減少するという結果を示してい

ます。

ラバーダムで

エアロゾルを削減

① 一体型フレーム：フレームの曲げやすさが改善され、患者様の口腔内に簡単セット

② 歯列ガイドの位置：歯肉溝に自然とはまり、歯肉周辺の隔離性が向上

③ ラテックス材の弾力性：歯間に通しやすい

オプトラダム
素早く簡単にセットするための 3 つの改善

フレームの曲げやすさ クランプなしで前歯の装着 歯間に通しやすい弾力性

オプトラダムは、メーカーの改善により、装着がとてもし易くなり、使いやすくなりました。
患者の口へのフィット感がとてもよく、患者は快適に開口できます。治療中一時的に離れ
ても、患者が勝手に口を閉じてしまう心配はありません。安心して患部に集中できるため、 
治療のクオリティも向上します。しっかり口を封鎖できるので、エアロゾルを減少*4 でき、
院内の感染症対策のひとつとしても私は活用しています。   
またオプトラダムは使い捨てタイプであるため、スタッフが滅菌処理などの煩わしい作業
から解放される事も大きなメリットです。„

エスデンタルオフィス    佐々木 英隆 先生

„



レジン充填ホワイトニング 口腔内スキャン セメンテーション

小児歯科の PMTC 小児歯科の
修復治療

矯正治療

術野確保のためには、治療を終えるまで、

デンタルミラー等で無理に患者様の口を

広げて維持する必要があります。

オプトラゲートは、頬粘膜と口唇を均等に

かつやさしく広げるため、頬粘膜と口唇を

排除することを意識しないで治療に集中で

きます。

ラ テ ッ ク ス フ リ ー の オ プ ト ラ ゲ ー ト は、 

やわらかい素材で作られているため、患者様

に高い快適性を与えます。また、患者様の口を 

長時間にわたって無理なく大きく開口してくれる

ため、治療の効率も向上します。

明るいピンクとブルーのカラーバリエーションは、

子供たちを喜ばせ、治療に対して前向きになる

ようデザインされました。

OptraGate®

オプトラゲートは、様々な治療に対応可能です。デンタルミラー等による強制的な頬粘膜と 

口唇排除から起きる疲れは、オプトラゲートで緩和できます。

オプトラゲート で

集中と効率的なワークフロー

幅広い 症例で活用



オプトラダム

レギュラー 

・レギュラー 50 枚

スモール
・スモール　 50 枚

オプトラゲート

アソートメント
・レギュラー 40 枚
・スモール　 40 枚

レギュラー 

・レギュラー 80 枚

スモール
・スモール　 80 枚

ジュニア
・ジュニア　 80 枚

オプトラゲート カラー

アソートメント スモール
・ブルー 20 枚
・ピンク 20 枚

アソートメント ジュニア
・ブルー 20 枚
・ピンク 20 枚

Delivery forms
製品内容

※スモールが標準程度のサイズとなっております。

590851WW

590850WW

577275WW 669088WW 627399AN

627400AN
669089WW

591451WW



一般的名称：歯科用ラバーダム  /  販売名：オプトラダム / 届出番号：13B1X10049IV0011 / 一般医療機器

一般的名称：歯科用開口器  /  販売名：オプトラゲート / 届出番号：13B1X10049IV0001 / 一般医療機器

製造販売元
Ivoclar Vivadent 株式会社
〒 113-0033  東京都文京区本郷 1-28-24
TEL：03-6801-1301   FAX：03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR2020DGB02


