
インプラント歯みがきジェル

ジェルコート IＰ
医薬部外品　薬用歯磨剤　歯科医院専売品

インプラントを守る。
フッ素無配合の歯みがき剤 

①「ジェルコート IP」を歯ブラシにとります。 ②しっかりブラッシングします。

歯みがき歯みがき1Step. ジェルコートIP

①約25～50mL（コップの約1/8～1/4の目分量）
　の水を入れたコップに「コンクールF」を
　5～10滴落とし、よくかき混ぜます。 ②数回ブクブクうがいをします。

うがいうがい2Step. コンクールF

「ジェルコート IP」「コンクールF」
セット使いの方法

・ 研磨剤無配合で歯面を傷つけない
・ 発泡剤無配合でしっかり磨ける
・ お口の隅 ま々で配合成分が行きわたる
・ 爽やかなミント風味

・ 優しい爽快感
・ 濃さを調整できる濃縮タイプ
・ 長時間の殺菌・静菌効果

※天然歯にも有効です。

インプラントを
永く保つために

ウエルテック株式会社
531-0072 大阪市北区豊崎３－１９－３  TEL06-6376-5533  www.weltecnet.co.jp

インプラントを守る。
フッ素無配合の歯みがき剤

ジェルコート IPの特長

内  容  量 90g (200～300回分) 
参考患者価格 1,000円(税抜)

インプラント歯みがきジェル

ジェルコート IＰ 
医薬部外品　薬用歯磨剤　歯科医院専売品

１．フッ素無配合
フッ素無配合で、フッ素によるチタンインプラントの腐食を防ぎます

２．高い殺菌力
塩酸クロルヘキシジン配合で、インプラント周辺もしっかり殺菌

３．歯肉の活性化
ビタミンE、ビタミンC（誘導体）、OIM加水分解コンキオリン配合で、元気な歯肉に

４．研磨剤・発泡剤 無配合
毎日のブラッシングをしっかり行うために、歯面を傷め得る研磨剤、磨けたつもり
になる発泡剤は含みません。

＜主な配合成分＞
薬用成分/塩酸クロルヘキシジン、 酢酸トコフェロール、 β-グリチルレチン酸　   抗酸化剤/ビタミンCテトラヘキシルデカン酸　 
湿 潤 剤/OIM加水分解コンキオリン     

　 
キレート剤/ポリリン酸ナトリウム　　 甘 味 剤/キシリトール

インプラントには、フッ素無配合の「ジェルコートIP」をおすすめします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　補綴処置をされた患者さんにとって最も重要なことは、その状態が長期間安定し、歯や噛みあわせ

を気にすることなく毎日を過ごせ、欠損があってもそこから拡大しないことです。そのため、インプラント
症例を含め、3ヶ月または6ヶ月ごとにメインテナンスのための来院を奨励。その都度、ＰＭＴＣ、3ＤＳ
として「ジェルコートＦ」の塗布を行い、自宅でのセルフケアにも「ジェルコートＦ」の使用をおすすめしてき
ました。そのことが、患者さん自身のメインテナンスへのモチベーションの向上や欠損拡大の抑制に
つながっています。
　しかし、近年、インプラントについては、フッ素による腐食を生じる可能性が明らかになってきました。
インプラントを有する症例には、フッ素無配合の「ジェルコートＩＰ」を用いてメインテナンスを行うことを
おすすめします。また、天然歯にも配慮した成分構成となっているため、インプラントと天然歯が混在
している患者さんにも安心しておすすめできます。

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
歯科補綴学第二教室 教授  前 田 芳 信

　日常のプラークコントロールは、フッ素無配合の歯磨剤でしっかりとブラッシングしていた
だき、定期的なメインテナンスの際、歯科医療従事者の方がインプラントを保護したうえで、
高濃度フッ素塗布することを推奨いたします。
　カリエスリスクの高い患者さんには、フッ素の使用は非常に重要であると考えられます。
しかし、先生方の管理が行き届きにくいインプラント患者さんのホームケアには、フッ素配合
の歯磨剤はお奨めいたしません。インプラントのケアに関する知識を患者さんにしっかりと
伝え、定期的なメインテナンスを啓蒙することが、予防歯科の第一歩であると考えます。

カリエスリスクの高い患者さんには

内　容　量 90g (200～300回分) 
参考患者価格 1,000円 (税抜)

0120-17-8049
製品のお問合せは

平日 9：30～12：00/13：00～17：00



ステップ
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●このような状態のなか、｢フッ素配合歯磨剤｣を使用す
ると、フッ素イオン（F-）が遊離し、口中の水素イオン
（H+）と結合。 チタン腐食性の高い｢フッ化水素（HF）｣
が生成されます。

　  　F- ＋ H+ → HF

ステップ
3

●生成した微量のフッ化水素（HF）が、インプラント周囲
溝内で、チタンインプラントの鏡面状に磨かれたネック
部を腐食します。　

ステップ
4

F-

腐食孔

※酸性条件下（pH4.0）で、チタンをフッ素配合歯磨剤（600ppmF）に1日浸漬

フッ素によるチタンインプラントの腐食
チタンは、金属の中で最も安定で、生体親和性が高いといわれています。
しかし、チタン(合金)インプラントは、一定の条件下において一般の歯磨剤に含まれる
｢低濃度フッ素｣によっても腐食するリスクがあります。1）2）

歯周ポケットの環境では、チタン腐食のリスクが高くなります。

　プラークコントロールがうまくできていない酸性条件下において、フッ素がチタンに対し
て影響を及ぼすことは知られていますが、溶存酸素濃度については、あまり着目されていま
せんでした。
　酸化被膜（TiO2）を生成することで安定を保つチタンは、ポケットのような溶存酸素濃度
が低い嫌気条件下においては、酸化被膜（TiO2）の生成が不安定になり、腐食を起こしやす
くなります。

　口腔内に5年埋入後、インプラント周囲炎等の理由により撤去されたインプラントと
未使用のインプラントのネック部を比較をしました。

　埋入5年後、口腔内から撤去されたチタンインプラントのネック部には、腐食によって
発生したと思われる穴が認められました。
チタンインプラントのネック部は、清掃を容易にするため、滑らかに仕上げられていますが、
低濃度フッ素を多用する口腔内では腐食によって表面が粗くなる可能性があります。
　表面状態が粗くなると、プラークや口腔内細菌の付着を助長し、清掃も困難となる
ため、インプラント周囲炎などの感染症が発生しやすくなることが予想されます。　　
チタン製のインプラント体の腐食、それに伴う感染症の発症を防ぐためには、フッ素無
配合で殺菌効果の高い歯磨剤を選択することが好ましいと考えられます。

チタンインプラント＜腐食のメカニズム＞
チタン腐食のポイントは、「酸性」と「低溶存酸素濃度」 実際に口腔内に埋入されたチタンインプラントの確認

●インプラントを埋入した患者さんのプラークコント
ロールがきちんとできていないと、インプラント周辺
にミュータンス菌などの細菌が繁殖します。

　 ●繁殖した細菌（ミュータンス菌など）が産生する酸に
よって、インプラント周辺のpHが低下し、酸性状態（pH 
5.0以下：水素イオン（H+）が多い状況）になります。
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ステップ
1

●ポケットのような溶存酸素濃度の低い環境では、    
チタンの酸化被膜の形成が促されず、不安定な状態
になります。

H+ F-

H+ F-

図2) インプラント周囲炎によって埋入5年後に
       撤去されたインプラントの肉眼およびSEM観察像

(a) 未使用のインプラントネック部 (b) 同部位のSEM観察像

(c) 撤去インプラントのネック部 (d) 同部位のSEM観察像
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本来なら・・・
Ti4+ ＋ 2O2-  　  TiO2（酸化被膜）

●チタンの腐食領域は酸素の有無によって以下のように変化します。

酸素濃度が低い条件では・・・
Ti4+ ＋ 2O2-  　  TiO2（酸化被膜）

＜酸素ありの場合＞ ＜酸素なしの場合＞

監修　中川 雅晴
　　　九州大学大学院 歯学研究院 口腔機能修復学講座

　　　先端融合学分野 准教授

ポケットのような酸素が少ない状態では、腐食領域が広がり、弱酸性（pH5.5）条件下に
おいても、1,000ppmのフッ素で純チタンを腐食するリスクが生じます。

F-H+

図1）純チタンの腐食に対するフッ素濃度とpHの関係（イメージ）

＜安　定＞

＜不安定＞

＜参考文献＞ 1） 中川雅晴: インプラント体の表面性状と表面構造をどう考えるか－チタンとフッ素の関係. THE NIPPON Dental Review, Vol.72（12）: 29-34, 2012.   2） Masaharu Nakagawa, Shigeki Matsuya, Koichi Udoh: Effects of fluoride and dissolved oxygen concentrations on the corrosion behavior of pure titanium and titanium alloys. Dent Mater J, 21（2）: 83-92, 2002.

※生成されるフッ化水素（HF）は、ごく微量ですので、
　天然歯や口腔粘膜への影響は全くありません。


