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知覚過敏用歯磨剤・
抑制剤一覧
須崎 明

鈍麻

作用の強さ

感覚受容細胞である象牙芽細胞に刺激が伝達するのを鈍らせる。
メルサージュ ヒスケア

メルサージュ ヒスケア
ジェル（松風）

（松風）

本誌（ 2022 年 5 月号 P.35・36 ）
でご紹介したタイプ別に、
知覚過敏用の歯磨剤・抑制剤の主な製品を一覧でまとめました。
使用法や注意点も併せてご確認ください。
［監修］須崎 明

蓋（バーニッシュ系）

合成ロジンを塗布することによって細管口を閉鎖する。

バイオユニオン ™（イオンの放
出とクリスタル粒子の形成）に
より細管口を閉鎖する。同時に
亜鉛イオンとフッ化物イオンと
カルシウムイオンを放出するた
め、露出歯根面のう蝕予防にも
なる。

クリンプロ™ XT バーニッシュ（スリーエムジャパン）

エナメラスト（ウルトラデント）

グレープフルーツ
ミント

凝固

作用の強さ

象牙細管内の組織液を凝固させる。
グルーマ® ディセンシタイザー

﹇監修﹈
須崎

マイクロブラシで知覚過敏
部に 15 秒間擦りながら塗布
し、45 秒間静置する。タンパ
ク凝 固 作用があるため、歯
肉縁下の象牙細管の露出面
には使用できないので注意
が必要。

ブラッシング後に歯ブラシなどを
用いて塗布する。ホワイトニング
のマウストレーの中に塗布して装
着してもらうこともできる。

3 % 硝酸カリウムと0 .25 % のフッ化ナトリウムが主成分
のジェル。シリンジタイプはホワイトニングのマウストレイ
の中に本製品を塗布し、15 〜 60 分装着する。あらかじめ
既製トレイのなかにジェルが入っているトレイタイプもあ
る。

作用の強さ

グラスアイオノマーセメントで細管口を閉鎖する。
ケアダイン シールド

（ジーシー）

本来、1 つの製品の中にフッ化物と
カルシウムとリン酸が混在すること
は不可能だが、fTCP という独自の
技術により塗布した歯面上で 3 つの
成分が反応するという特徴がある。
ミント、チェリー、メロンの 3 つのフ
レーバーがある。

トレイタイプ
ソフトミント

硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、フッ化物
（ 1 ,450 ppm ）などが配合されており、セル
フケア用品の歯磨剤として使用する。

ぱんだ歯科［愛知県］
・歯科医師

蓋（グラスアイオノマー系）

作用の強さ

クリンプロ™ ホワイト
バーニッシュ F（スリーエムジャパン）

ウルトライーズ

（ウルトラデント）

シリンジタイプ

（クルツァージャパン）

明

From『知覚過敏の ズキッ! から
歯を守る』
（ P.24）
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レジン強化型グラスアイオノマーのため、光照射が必要。細管閉
鎖効果は高いが、歯頚部の歯肉を覆ってしまうとプラークコント
ロールが不良になりやすいため、注意が必要。

2 つの異なるタイプで塗布が可能であり、歯の表面に薄く塗布しやすい。
フレーバーはウォルターベリーのみ。

シリンジタイプ

ユニドースタイプ

蓋（結晶物）

作用の強さ

不溶性の結晶物を析出させ細管口に蓋をする。

シュウ酸系・高分子

シュウ酸系

MSコート ONE

MSコート F

（サンメディカル）

ハイドロキシアパタイト系

スーパーシール5 秒

（サンメディカル）

ナノサイズに微粒子化した MS ポリマー
と 1 .0 % シュウ酸により溶解したカル
シウムが反応し細管口を閉鎖する。付
属のフェルトチップの先端を固いもの
に押し当て先端をほぐし、薬液を十分
に浸透させる。それを用いて患部に約
30 秒間擦り、マイルドなエアブローで
約 10 秒間乾燥させる。

ティースメイト®
ディセンシタイザー

（ Phoenix Dental ／モリムラ）

（

作用機序や使用法は MS コート ONE
と同様。本 製 品は MS ポリマーにフッ
化物を組み合わせることで、ポリマー
被膜の耐酸性を向上させている。

BioコートCa（サンメディカル）
）

使い方

本 シ ー ト をコ ピ ー ま た は
版を 印
刷して︑知覚過敏の症状がみられる患者
さんに使 用する 歯 磨 剤・抑 制 剤の使 用
法や注意点をご確認ください︒
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［監修］

知覚過敏用歯磨剤・抑制剤一覧

とじ込み

知覚過敏用歯磨剤・抑制剤一覧

今月号

MSコート Hysブロックジェル（サンメディカル）

リン酸四カルシウムと無水リン酸水素
カルシウムを主成分とした粉材と液剤
を混和したペーストをマイクロブラシ
で患 部に擦り塗りする。20 〜 30 分で

成分の作用機序は
コート と同様で、擦り塗りの必要はない。
シリンジ先端のニードルから直接患部にジェルを塗布し、30 秒以上
静置するだけなので、非常に使用しやすい。静置する時間
を利用して、ラバーカップを用いてジェルを患部
にさらに塗り込むことも可能。

MS

P
D
F

F

5 秒間の擦り塗りでシュウ酸カルシウ
ム結晶が析出し、細管口を閉鎖する。
塗布後、3 秒間穏やかなエアブローで
乾燥させる。

歯科衛生士 2022 年 5 月号とじ込み付録 ©QPC

細管口内の蓋がハイドロキシアパタイ
トに変化し、24 時間後には完全に硬
化する。血液の影響を受けないため、
歯肉縁下の象牙細管露出面にも塗布
できる。

付属の Ca ブラシには 2 種類の機能性
モノマーとカルシウムが反応し、さら
に象牙細管内液のイオン成分を引き

寄せてハイドロキシアパタイトを形成
し、細管口に蓋をする。Ca ブラシでリ
キッドを 5 秒間以上撹拌し、混合液を
10 〜 20 秒間塗布、エアブロー後、光
照射する。光照射するので、レジン系
の蓋と同様の効果もある。
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もう痛みを繰り返させない

知覚過敏の
“ズキッ! ”
から
歯を守る
須崎 明、澁川義幸、木村麻記、坂井紀子、坪井奈津美、吉田真梨

残存歯に対するアプローチの重要性が増すなかで、知覚過敏への対応も
ますます求められています。しかし実際には、知覚過敏がなぜ生じている
のかという原因を考えずに、むやみに歯磨剤を処方したり、抑制剤を使用
したりするなど対症療法ばかり行われていることも少なくありません。
そこで今回は、知覚過敏の原因にあらためて着目するとともに、その見極
め方や対応についてご紹介します。

26

［Part1］象牙質知覚過敏が生じるサイエンス

31

［Part2］象牙質知覚過敏症の原因を見極め、対応する

37

［Part3］症例でみる

象牙質知覚過敏症へのチームアプローチ

とじこみ付録は
PDFデータをDLできます
特集に連動した付録の PDFファイルを
小社ウェブサイトで配布しています。
自院でご自由にご利用ください。

PDF

https://www.quint-j.co.jp/web/
shikaeiseishi̲furokuDL/
とじ込み付録
PDF

ダウン
ロード

バナーを
!
クリック

クインテッセンス出版
小社ウェブサイトのバナーをクリックをしてい
ただくか、小社販売サイト『歯学書 .com』の本
誌紹介ページからもアクセスできます。
※ PDF ダウンロードは読者限定サービスです。ダウンロー
ドには本欄掲載のパスワードが必要です。また、パスワード
は各号で異なります。サービス提供期間は 5年間ですが、お

手元にお持ちではない号のパスワードをお問合せいただい
てもお答えすることはできませんので、必要な場合はあら
かじめお控えのうえご利用ください。
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読者が本当に聞きたいこと、全部答えます。

［ 2021年下半期］

有田憲司、石塚洋一、柴原由美子、中嶋省志、丸尾 操、桃井保子、山田美穂、米永一理
恒例の人気企画! 今回は2021年下半期（7月
号〜12月号）
の特集について、読者の皆さんか
らいただいた質問に、各特集の著者の先生方
に答えていただきました。
「 私もこれをもう少し聞いてみたかった!」
「 他の
人はこんなことが気になるのか」など、学びを深
め、臨床にすぐに活かせるヒントが満載です。

68

応用法によって
異なるフッ化物の効果
について詳しく
知りたいです

砂糖の入っていない
炭酸水は歯になんらかの
影響を与えますか?

大型連載

脱・昭和の常識！

“令和の”
カリオロジーダイジェスト
4

カリエスリスク評価
（CRA）～患者さんのう蝕のリスクはどう予測する? ～

久保庭雅恵、天野敦雄
う蝕の発生にはさまざまな因子がかかわ
るため、患者さん一人ひとりのリスクを予
測するためにはそれらの因子をもとに総
合的に評価する必要があります。今回はこ
のカリエスリスク評価（CRA）について、国
内外で開発されたツールもふまえて解説
します。

［アートディレクション］
鮎川 廉
［本文イラスト］
Igloo*dining*、石山綾子、大野文彰、尾崎カズミ、
河原奈苗、
さかがわ成美、高村あゆみ、田中チズコ、
寺田久美、飛田 敏、中小路ムツヨ、根津あやぼ、
フジノマ
［編集長］
小川悦子
［編集］
長谷川 恵、三浦真理子
［表紙イラスト］フジノマ

［ロゴデザイン］
俵社
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▶︎歯科医院で使える禁煙支援パンフレットが公開
稲垣幸司、小方賴昌
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▶︎日本デンタルショー2021

Book

▶︎別冊歯科衛生士 歯磨剤選び方ガイド
［評］小林明子
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102 新製品情報
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Supported by 日本臨床歯周病学会

［監修委員］雨宮 啓、吉田 茂、高井康博

スタッフ全員で情報を共有し、
チームとして患者をサポート
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─歯科恐怖症患者に包括的治療を行った1症例─
伊東伸子

Comment：高槌力弥
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ものを教えてください。
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［高齢者歯科に関する疑問］日本老年歯科医学会［企画協力］
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「いま」
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#社会が見えるキーワード
4

セルフケア用義歯洗浄剤の
選び方が知りたいです。

4

心を開かせるヒントをつかむ!

訪問がうまくいく
実践的コミュニケーション講座

「チューブでの栄養は絶対に
しないでほしい」
尊厳死の宣言書を
残しているMさん

山浦克典

94 あいりんのカッカラ

垣根なき歯科医院と
“誰もが幸せに暮らせる”町
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丸岡三紗

90

機能別の認定薬局制度

多機能・多様化した薬局のなかから
自分に適した選択ができるために

村田比呂司

85

学会発表

地域でLGBTの方々とともに
渡邉充春

［縁 下 力

］國森康弘
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［臨床歯科医学］歯髄疾患の診断
力丸哲也

お悩み&ギモンは専門職に相談

他職種⇔DHダイアローグ、お見せします!
2

ヘルパーからの相談

ベッド上でも安全に行える歯磨きの
方法を教えてください!
十時久子

103

ぽんきちとお茶する?
新人も先輩もあつまれ～!
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感染管理、
こんな状態で大丈夫?
本吉ひとみ
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40 ［特集］掘り下げBOOK GUIDE
77
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104
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令和4年度歯科診療報酬改定で
歯科衛生士が求められていること
院内感染防止対策、
う蝕・歯周病の重症化予防等がさらに推進
茂木美保、小田 茂
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