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①「リペリオ」を歯ブラシにとります。 ②歯と歯肉の境目を中心に
　しっかりブラッシングします。

歯みがき歯みがき

リペリオ
コンクールF歯ぐきの退縮が気になる方に歯ぐきの退縮が気になる方に

1Step.

Special Care 

リペリオ

すすぎ2Step. コンクールF

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数回すすぎます。

・歯医者さんにすすめられて使って以来、
  歯周病がなくなりました。（50代・会社員男性）
・市販のマウスウォッシュと比べて、味も香りも
  ほのかで気に入っています。（60代・主婦）

①適量を指にとります。（豆粒大2コくらいの量）
②歯肉に軽く触れ、ゆっくり円を描くように上下で2分ほどマッサージします。
③「コンクールF」で、すすぎます。

・歯ぐきの痩せが気になって試してみました。
  今では歯ぐきの膨らみを実感しています。
  （50代・会社員女性）

・リペリオを使い始めてから、歯ぐきが
  引きしまり、出血もなくなりました。（40代・主婦）
・塩味と聞いて抵抗がありましたが、意外に
  違和感がなくハマっています。（60代・主婦）

すすぎ

ご愛用者様の声

ご愛用者様の声

ご愛用者様の声

内容量 80g
参考患者価格 1,200円（税抜）

リペリオ

リペリオの3大特性

歯肉の活性

OIM加水分解コンキオリンが
歯周組織の回復を促します。

1
お口にやさしい

発泡剤無配合。
マイルドな塩味で、すすいだ後に
さっぱり感が得られます。

3
歯肉のひきしめ効果

塩化ナトリウムが
歯肉をひきしめます。

2

歯周病予防歯周病予防
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歯肉活性化歯みがき剤

医薬部外品「リペリオ」と「コンクールF」のセット使いで
歯周病を予防しましょう！

歯みがき

すすぎ

リペリオ コンクールF

リペリオは、このような方におすすめします。

ホームケアに

院内で

「リペリオ」は、「コンクールF」の殺菌力を引き出す処方。
一緒に使うと、さらにムシ歯・歯周病の予防効果が
高まります。

「リペリオ」でみがいた後は
「コンクールF」でのすすぎがおすすめ！

〈主な配合成分〉 ■ 薬用成分／塩化ナトリウム　■ 湿潤剤／OIM加水分解コンキオリン・トウキエキス・カモミラエキス　 
 ■ 安定剤／ポリリン酸ナトリウム・酢酸DL-α-トコフェロール　■ 清掃剤／無水ケイ酸　■ 矯味剤／キシリトール

歯肉出血・発赤・腫脹が
認められる方に

歯肉退縮して歯根面が
露出している方に

歯が動揺している方に

GTR・GBRを受けた方に

ブラッシング指導時に

歯肉マッサージに

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

0120-17-8049
製品のお問合せは

平日 9：30～12：00/13：00～17：00



｢リペリオ｣の主成分｢OIM加水分解コンキオリン｣の効果

OIM加水分解コンキオリンの
賦活効果データ
　歯肉活性化歯みがき剤｢リペリオ｣は、線
維芽細胞に対し賦活効果を示す｢加水分解
コンキオリン｣を配合しています。さらに、歯
磨剤として用いるため｢オーガニックイオニッ
クミネラライズ｣（以下OIMと略す）を加える
ことにより、歯肉上皮から線維芽細胞への
吸収を促進させています。
リペリオの主成分であるOIM加水分解コン
キオリンを線維芽細胞に対し、各濃度で48
時間作用させたことによる賦活効果を（図１）
に示します。
　OIM加水分解コンキオリンを0.0005%
加えることにより、controlに比べ線維芽
細胞の賦活効果は26.49±2.27%となりま
した。
このデータから、OIM加水分解コンキオリ
ンを歯磨剤として用いることにより、歯肉線
維芽細胞を賦活化させ、歯肉退縮を改善す
ることができるという仮説をたて、臨床実験
を行いました。

リペリオの臨床効果
　

　リペリオを３ヶ月間使用することによる効
果について実験を行いました。検査項目を
（表１）に示します。歯冠長の変化について
は、実験開始時、およびリペリオ使用３ヶ月
後に上顎前歯部の印象採得を行い、その
後、作製した石膏模型の規格写真を撮影
し、上顎中切歯の歯冠長を計測用ソフト

NIH- image（Nat iona l  Inst itute of  
Health, USA）を用いて測定しました（図
2）。その結果、３ヶ月後の歯冠長の変化率
は、 C群に比べT群において統計学的に有
意（p<0.05）な歯冠長の減少が認められまし
た（表２）。歯冠長の減少は、歯肉が歯冠方
向に増殖することにより生じる変化です。
このことから、T群において歯肉の再生が
生じたと考えられます。歯肉辺縁の歯冠側
への移動として、歯肉の炎症による影響も
考えられますが、T群は、ポケットの深さは
ほぼ変わらないにもかかわらず、歯肉の炎
症を表すGI値が減少傾向を示したため
（図3、4）、炎症による歯肉辺縁の歯冠側へ
の移動は生じていません。

いままでになかったコンセプトを
もつ歯磨剤｢リペリオ｣
　OIM加水分解コンキオリンを主成分とす
るリペリオを用いることにより、辺縁歯肉の
修復が認められることがわかりました。今
回行った実験は、歯周病に罹患していない
健常者が多かったので、実際の歯肉退縮を
主訴とする患者であれば、さらなる修復効
果が望めるのではないかと考えられます。
また、OIM加水分解コンキオリンの細胞賦
活効果が高いことにより、歯周外科処置を
行った後の創傷治癒促進効果も期待でき
ます。
　このように、リペリオは、細胞賦活効果が
あることにより様 な々用途で使用することがで
きる、いままでになかったコンセプトをもつ歯
磨剤といえます。

表1　検査項目

表2　歯冠長の変化

C群

T群

平均
S.D.

平均
S.D.

Start 3M 変化率

0.556

0.085

0.572

0.095

0.548

0.087

0.546

0.09

－0.0019

　0.011

－0.0285

　0.035

※

※P〈0.05

図1　OIM加水分解コンキオリンの細胞賦活効果 図2　歯冠長の計測 図3　GIの経時的変化

図4　PDの経時的変化

線維芽細胞は、粘膜の下の真皮の細胞です。線維芽細胞の賦活効果を高めることにより
コラーゲン、エラスチンの増殖を促進させ歯肉に弾力を与えます。

線維芽細胞

コラーゲン

エラスチン

線維芽細胞

コラーゲン

エラスチン

歯肉を活性化し、
歯周組織の回復（修復）を助ける

OIM加水分解コンキオリン

「OIM加水分解コンキオリン」は線維芽細胞の賦活効果があります。
加水分解コンキオリン

加水分解コンキオリンは、真珠母貝（アコヤ貝）の真珠層に含まれる
硬タンパク質コンキオリンを分解して得られます。皮膚や毛髪への高い
吸収性について古くから知られ、医薬部外品の化粧品として用いられ
ています。

OIM

OIM（オーガニック イオニック ミネラライズ）は、イオン化された酵母
有機酸ミネラルで、分子レベルサイズのイオンが水分子を細分化し、
細胞や物質への透過性を高めます。

「加水分解コンキオリン」と「OIM」の特性を生かすことで、
線維芽細胞の賦活効果を相乗的に高める効果が認められ
ました。

Plaque Index（PII）     ： プラークの付着量測定
Gingival Index（GI）    ： 歯肉の炎症を測定
Probing Depth（PD） ： ポケットの深さを測定
歯冠長の減少に伴う歯肉の増殖

歯冠長＝E
E ＝定点C～D間の距離
D ＝定点A・Bを結んだ直線を垂直方向に
　　移動させ歯頚部と交わった点
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線維芽細胞の賦活効果 イメージ図

before after
小　川　智　久     
お  が わ  と も  ひ さ

OIM加水分解コンキオリンの量（％） 日本歯科大学付属病院
総合診療科2 科　長
 准教授

コラーゲン・
エラスチンが
増殖

日本歯科人間ドック学会誌（Vol.4 No.1 2004）引用


