
オーラルケア製品

オーラルピース

虫歯・歯周病・口臭・誤嚥性肺炎の

原因菌にアプローチ

Brushing & Moisturizing Gel
ALL  NATURAL  INGREDIENTS    JAPANESE  BIOTECHNOLOGY

All  Natural  Ingredients
Japanese  Biotechnoligy
Contains  Neonisin
Alcohol-free

CONTAINS  NEONISIN    ALCOHOL-FREE
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乳酸菌ペプチド製剤ネオナイシン®配合

医療・介護従事者用
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ナツミカン花水
(香味剤)

オーラルピースとは・・・

使用全成分

水パーム椰子由来
グリセリン
(保湿剤)

乳酸球菌培養エキス
(清掃助剤)

口腔ケアの負担を少なく
万一飲み込んだり誤嚥しても、
体内で消化・分解。

清浄・保湿・予防の充実した口腔ケアを

日々の口腔ケアがこれひとつで
オーラルピースは、さまざまな口内トラブル
の予防に充実した口腔ケアを提供します。

どなたでもシーンを選ばずご使用いただけますが、
うがいや吐き出しが難しい・誤飲の心配がある・歯み
がきが大へんな方におススメしています。

天然由来の乳酸菌ペプチド製剤　                 　    を配合した

水と植物由来原料のみで作られるオーラルケア製品です。

ネオナイシン

®

乳幼児からお年寄りまで

手間なく短時間で。　患者さんも、歯科医師・歯科衛生士・
看護師・介護者の負担も軽減。

向上させるオーラルピース。

健康液には不使用

産学連携の乳酸菌研究から誕生

乳酸菌が生産する抗菌ペプチドに着目
天然の食品添加物として広く利用されて
いるナイシンAの高純度抽出技術の開発

日本発のバイオテクノロジー技術

水以外の成分は植物由来
体内に取りこまれても、河川に放出されて
も速やかにアミノ酸に分解
環境負荷が小さくサスティナブル

材料、人、自然。
すべてに＂優しい＂

低刺激・天然由来原料100%
化学合成成分完全フリー 
石油由来成分、合成殺菌剤、エタノール(アルコール)、ラウリ
ル硫酸ナトリウム等の合成界面活性剤・石けん素地 ( 発泡
剤)、炭酸Ca・シリカ等の研磨剤、安息香酸ナトリウム・プロ
ピレングリコール・ソルビン酸 K・パラベン等の合成保存料、
合成香料、合成着色料、化学合成成分は使用しておりません

乳酸菌ペプチド製剤ネオナイシン®配合

九州大学大学院農学研究院・鹿児島大学大学院歯学
総合研究科・国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部
との連携により誕生

ウメ果実エキス
(清掃助剤)

トウモロコシ由来
キサンタンガム

(増粘剤)

セイヨウハッカ油
(香味剤)

スペアミント油
(香味剤)

ネイトゥルー・オーガニック認証取得



最高位
経済産業大臣賞

2015

受賞
ジャパ

ンベンチャーアワード

地域で働く障がい者の社会参加の機
会・収入の向上とやりがい、障がいの
ある人やその家族が安心して暮らして
いける未来づくりに取組んでいます。

オーラルピース製品の生産・販売・配
達・出荷など様々な業務を働く意志
のある障がい者が行っています。

オーラルピース事業を通して
障がい者の仕事を創出

販売代理店・お問い合わせ

詳しくはホームページをご覧ください。　 オーラルピース　　  で検索。

産学連携の乳酸菌研究により誕生した革新的な口腔ケア剤

口腔ケア剤の使用をあきらめていたこんな方に

VOICE ● 介護現場から

誤飲の心配がある方誤飲の心配がある方

うがいや吐き出しが難しい方うがいや吐き出しが難しい方 口内が荒れていて敏感な方口内が荒れていて敏感な方

誤嚥の心配がある高齢者誤嚥の心配がある高齢者

販売元：株式会社トライフ　〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通 3-33 関内フューチャーセンター

A01M0P

乳酸菌ペプチド製剤ネオナイシン®配合「オーラルピース」

寝たきりで歯みがきの難しい方にスプレータイプが便利。

ジェルタイプは、歯みがきの際にあまり泡がたたないので口内
観察がしやすい。

認知症の母の難航する歯み
がきが、オーラルピースジェル
をつけて歯ブラシを渡したら
歯みがき意欲が復活しました。

うがいができない場合、ジェルをスポンジで口内に塗って、軽く
拭き取るだけで良いので、扱いやすい。

ADVANTAGE ● 臨床におけるアドバンテージ
歯や歯茎、粘膜への口腔ケア剤によるト
ラブルを防ぐ。

体調や口腔環境を問わず、口腔内細菌の
コントロールが行える。

 ● ネオナイシン®含有
 ● すべて天然由来成分

 ● 研磨剤・発泡剤不使用
 ● フッ素（チタン腐食成分）を含まない

 ● 保湿剤（パーム椰子由来グリセリン）含有

インプラント
炎症のコントロール、術後の口腔衛生管
理に毎日使用可能。

唾液量の減る就寝中に使用することで、
ドライマウスに起因する病態を防止。

3DSへの活用。



Sky Mint

Sunshine Orange

300人／1日
虫歯罹患率

90%
歯周病罹患率

70%
誤嚥性肺炎による死亡

日本において

（65歳以上）

脳血管障害
(21.5%)

認知症 (15.3%)

高齢による
衰弱
(13.7%)

骨折・転倒
(10.2%)

その他
心臓病 : 3.9%
糖尿病 : 3.0%

な ど

間接疾患
(10.9%)

平成22年
国民生活基礎調査の概況

厚労省

口腔ケア剤の
ポジショニング

▶

 細菌の細胞膜に
　 孔をあけるネオナイシン

細菌

▶

天然原料

化学原料

しない する

植物エキス
植物由来抗菌剤

発泡剤
研磨剤
合成保存料

合成殺菌剤
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口臭予防清　浄 保　湿

水/約20ml

約３プッシュ

歯みがき剤として口内清浄 口内保湿ジェルとして
塗布＆マッサージ

希釈してマウスウォッシュ そのままスプレー

未処理
ネオナイシンに接触

誤嚥性肺炎原因菌（黄色ブドウ球菌）
虫歯菌（ミュータンス菌）
歯周病菌（アクチノミセテムコミタンス菌）

効果測定・データ提供：
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科

歯学博士　小松澤均教授

菌
の
生
存
率
(%)

100

50

0
誤嚥性肺炎
原因菌 虫歯菌 歯周病菌

（10 分作用時）
効果測定【CFU測定】

＊「ナイシンＡ」= 1928 年・イギリスの酪農家によって発見
され、すでに世界50ヶ国以上で天然由来の食品保存料
としてチーズ、乳製品、缶詰などに使用されています。
日本では、2009年に食品添加物として認可（厚労省によ
る遺伝毒性、発がん性試験などの検証済）。

高齢化と口腔ケア

虫歯・歯周病・口臭・誤嚥性肺炎は、
お口の中の細菌が原因。

　また最近の研究では、歯周病と病気（糖尿病・心臓病・脳梗塞など）の
関係性が明らかに。　歯の有無と認知症の関係も研究が進んでいます。
　いつまでも食事をおいしくいただき、健康に生きるために、口腔ケアで
お口の中の細菌バランスを整えましょう。

　誤嚥性肺炎は、食べ物が誤って気道に入ってしまったり、だ液を飲み込む際
などに口内の細菌が誤って肺に入ってしまうことが原因。
　高齢者においては、睡眠中など知らない間にだ液を誤嚥しているケースが
少なくありません。　予防には口腔ケアで原因菌を除去することが大事。

人生の１割以上を介護状態で過ごす

平均寿命（平成 23年度版高齢社会白書より）
2012 年 男性：79.6 歳

女性：86.3 歳
2055 年予測 男性：83.67 歳

女性：90.34 歳

健康寿命（2012 年 5月 31 日厚生労働省発表）
男性：70.42 歳
女性：73.62 歳

口腔ケアの効果

口腔ケアの効用は、ほかにも低栄養の改善や
食べる楽しみの回復と、全身の健康から精神
面までの影響が期待できます。

●
●

●

●
●
●
●
●
●

口腔感染症の予防
全身感染症・発熱の予防

インフルエンザ , 誤嚥性肺炎

全身疾患の予防
心臓病リスクの低下, 糖尿病予防

認知症の予防
意識レベルの改善
お口の機能維持・回復
味覚の改善
だ液分泌の促進
総医療費の削減

あなたの
  大切な人は 
   どなたですか？

　介護のお世話は、後回しにできないこともあり、
毎日の口腔ケアは手間に思えるかもしれません。
　でも、口腔ケアによって失われた機能が少しでも
回復したら…、残っている機能が維持できたらどう
でしょう。  お世話の手間が減りませんか。
　また、口内細菌が原因で病気にかかってしまったら、
看病にかかりっきりになってしまうかもしれません。 
その病気が、口腔ケアで予防できたとしたら…。
　口腔ケアは、介護される人だけでなく、介護する
人にもメリットをもたらします。 それぞれの状態に
あった口腔ケアにトライしてみましょう。

　体力や抵抗力が弱っている人にとって、口の中の細菌は大敵です。　高齢化
がすすみ介護や支援を必要とする人が増える昨今、介護の現場でも口腔ケア
の必要性が高まっています。
　病気や障がいなどで、自分でケアができない人への口腔ケアも大切です。

「間違って口腔ケア剤を飲み込んでしまってお腹をこわした」 

「口内が荒れていて、口腔ケア剤がしみる」 

「毎日使うものだから安心して使えるケア剤が欲しい」 …
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keyence
BIOREVO BZ-9000

ネオナイシン作用前 ネオナイシン作用後

赤色：死んだ菌

ネオナイシンのバイオフィルムの細菌への効果

Q
&
A

歯みがき＆口腔ケアジェルは、
どうしてアルミチューブなの？
オーラルピース製品は、合成保存料・合成添加物を使用し

ていません。開封後は、できるだけ衛生的に保管される

ことをお願いしています。

アルミチューブは、一度出た中身が戻らない上、外気に触

れにくいという理由で採用しています。 パラベン, 安息香酸Na , ソルビン酸K , フェノキシエタノール, PG , BG ,などの合成添加物を含みません

 ● 保存期間：開封前／3年, 開封後／３ヶ月を目安にお使いください

Q
&
A

甘い味がしますが、虫歯にならない？
甘味は、保湿成分のグリセリンによるもので

す。グリセリンは、キシリトールと同じく、

虫歯菌の栄養にならない甘味成分です。

歯みがきだけで
誤嚥性肺炎や虫歯・歯周病は予防できますか？
虫歯や歯周病予防に最も効果的なのは歯みがきです。しかし歯みがきで

できることは、「虫歯・歯周病の原因を除去すること」と「虫歯・歯周

病の進行を止めること」。丁寧な歯みがきは虫歯や歯周病の発生率を下

げますが、口内に原因菌や食べかすがあると誤嚥性肺炎や虫歯・歯周病

の原因となる細菌が再び増殖します。予防には、原因菌が繁殖しないよ

う口内細菌のバランスをコントロールすることが大切です。

介護が必要になった
主な原因

オーラルピースに配合された
乳酸菌ペプチド製剤 “ネオナイシン®” 

FAQ

元気な人には軽視されがちな口腔ケアですが …

オーラルピース
歯みがき&口腔ケアジェル

オーラルピース
マウススプレー＆ウォッシュ

そんな声に応えた研究者によって10年の歳月をかけて開発。

＊＊「梅」 = 日本古来の食品。

ＭＲＳＡなどの耐性菌にも効果を発揮し、未来の天然抗菌剤として
注目されています。

グラム陽性菌だけでなく、グラム陰性菌への抗菌効果があります
（鹿児島大による抗菌感受性試験により、ミュータンス菌、ジンジバリ
ス菌、アクチノミセテムコミタンス菌、黄色ブドウ球菌に対し、増殖抑制
効果が認められました）。  

清掃助剤・特許第５７５０５５２号

【保湿剤】
【清掃助剤】
【香味剤】
【増粘剤】
【その他】

使用全成分

虫歯菌などの細胞膜に
孔を形成し、細胞を瞬時

に破壊。 バイオフィルムの細菌
にも有用。

２飲み込んだ場合は体内の
消化酵素で速やかに分解。

３優れた生分解性で環境
負荷が小さい。

４高純度のナイシンＡと
梅エキスの独自配合に

より、味への影響が少ない。

ジェルタイプ
梅ミント味

液体タイプ
梅ミント味

75g
（約２ヶ月分）
1,000円+税

30ml
（約２ヶ月分）
1,000円+税

男性など　ミントの爽快感を求める方に
（液体タイプのみ、植物性発酵エタノール使用）

®

ネオナイシン®配合 
オーラルピース
スカイミント

ネオナイシン®配合 
オーラルピース
サンシャインオレンジ

：50g
：20ml

ジェルタイプ内容量
液   体タイプ内容量
価格：各1,000円+税

：50g
：20ml

ジェルタイプ内容量
液   体タイプ内容量
価格：各1,000円+税

お子様や女性など
デリケートな方・化学合成成分が苦手な方に

クールで清涼感あるミント味

ユズ・レモン・オレンジの甘さ
フレッシュなシトラス味

濃縮タイプ

お口の中が乾燥する方に 『吐き出し』や『うがい』が難しい方に 口臭が気になる方に

日々の口腔ケアにトライ

ネオナイシン®配合 口腔ケア健康ジェル ネオナイシン®配合 口腔ケア健康液

チューブ口の開け方 ▶
キャップの突起を用いず、楊枝や千
枚通しなどで小さな穴を開けてくだ
さい。量が出過ぎず、液だれも少な
くご使用いただけます。

◀ アルミチューブの置き方
開封後は、キャップ口部を上にして
保管していただくと、柔らかいジェル
がキャップ裏にたまるのを防ぎます。

Q

A
&

配合製剤ネオナイシン®
乳酸菌ペプチド

（おから由来の乳酸菌が産出）＋ 梅エキス

日本で生まれた天然由来のネオナイシン®は、  「ナイシンＡ＊
（おから由来の乳酸菌が
産出するペプチド）」と
「梅エキス＊＊」の配合剤。

グリセリン（パーム椰子由来）
乳酸球菌培養エキス／ウメ果実エキス
ナツミカン花水／セイヨウハッカ油／スペアミント油
キサンタンガム（トウモロコシ由来）
水　※ 研磨剤・発泡剤不使用 

【保湿剤】
【清掃助剤】
【香味剤】
【その他】

グリセリン（パーム椰子由来）
乳酸球菌培養エキス／ウメ果実エキス
ナツミカン花水／セイヨウハッカ油／スペアミント油
水

使用全成分

携帯に便利なコンパクトサイズも


