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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のプライヤー本体が長手方向の中間部分において枢軸により回動自在に連結される
ことにより、上記枢軸の基端部側に互いに接離操作される把持部が形成されるとともに、
先端部側に上記接離操作によって開閉して対向面間で技工物を挟持する挟持部が形成され
た技工物挟持用プライヤーにおいて、
　少なくとも一方の上記挟持部の上記対向面に、円形または円弧を含む長穴状の縁部が上
記技工物の豊隆面に当接するとともに上記豊隆面の頂部と接しない穴部を形成し、少なく
とも他方の上記挟持部の先端部に、上記対向面から突出するとともに上記挟持部の先端側
から基端側に向かう方向に直交する方向に直線状をなす突起部を形成したことを特徴とす
る技工物挟持用プライヤー。
【請求項２】
　上記穴部は、両方の上記挟持部の上記対向面に形成されていることを特徴とする請求項
１に記載の技工物挟持用プライヤー。
【請求項３】
　上記穴部は、上記対向面の表裏面に貫通する貫通孔であることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の技工物挟持用プライヤー。
【請求項４】
　上記対向面には、上記挟持部の先端側から基端側に向かう方向に直交する方向に延在す
る複数条の突起が上記枢軸側から上記先端部側に向けて間隔をおいて形成されていること
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を特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の技工物挟持用プライヤー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、虫歯治療において削られた歯牙の外周に、クラウン（冠）状の技工物等を調
整して固定する際に用いられる技工物挟持用プライヤーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、虫歯治療においては、歯牙の虫歯部分を削り取った後に、当該歯牙の形や機
能を回復させるために、削り取った部分を金属やセラミックスあるいは合成樹脂によって
複製した技工物を作成し、これを上記歯牙の削除部分に固定している。
【０００３】
　この際に、上記技工物は、製作誤差によって１度で正確に噛み合わせを合致させて固定
することができない。このため、当該技工物を上記削除部分に仮着し、着色シート等を用
いて上下の歯の噛み合わせを行った後に、一旦歯牙から取り外してグラインダー等による
微切削処理を施し、再び仮着して噛み合わせを行う作業を数回繰り返して、上記噛み合わ
せ調整が完了した後に、はじめて接着剤を用いて上記技工物を上記削除部分に固定する方
法が広く採用されている。
【０００４】
　ところで、このような技工物の調整工程において、特にクラウン（冠）状の技工物を取
り外す際には、噛み合わせ調整時の圧力によって歯牙に嵌合している技工物を、強い引き
抜き力によって歯牙から引き抜く必要があるために、上記技工物を挟持するための専用の
プライヤーが用いられている。
【０００５】
　このプライヤーは、一対のプライヤー本体が長手方向の中間部において枢軸によって回
動自在に連結されることにより、上記枢軸の基端部側に互いに接離操作される把持部が形
成され、先端部側に上記接離操作によって開閉して対向面間で上記技工物を挟持する挟持
部が形成されたものである。
【０００６】
　例えば下記特許文献１においては、この種のプライヤーであって、かつ挾持部の一端に
、歯に填め込んだクラウンと当接する滑り止め部を設け、挾持部の他端にはクラウンに設
けた偏心して穿孔された大小の孔の小孔に挿入するための円錐状で滑面加工が施された挿
入部を設けたものが提案されている。
【０００７】
　一方、予め大小の孔が穿設されていない一般的なクラウン状の技工物を取り外すための
従来のプライヤーとしては、上記挟持部の対向面を平板状または凹面状に形成し、当該挟
持部間において上記技工物の豊隆面を挟持するものが知られている。
【０００８】
　しかしながら、近年における技工物の製作精度の向上に伴い、製作直後から技工物を治
療歯牙との嵌め合い精度が高まって、当該技工物を取り外す際に大きな引き抜き力が必要
になっているのに対して、上記従来のプライヤーにあっては、平面状または凹面状の対向
面と技工物の豊隆面とが点接触に近いものになるために、従来よりも強い把持力によって
挟持しないと、上記引き抜きに必要とされる保持力を得ることが難しいという問題点があ
った。
【０００９】
　ところが、昨今、従来の金や銀等の金属製の技工物に代えて、自然の歯の色に近い白色
系のセラミックス製や合成樹脂製の技工物が好まれる傾向にあり、この種の技工物は金属
と比較して脆いために、上記プライヤーによって強い把持力で挟持しようとすると割れを
生じやすいという問題点もあった。
【００１０】
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　そこで、従来の他のプライヤーとして、平面状または凹面状の対向面にシリコンゴム等
を貼設したプライヤーも開発されているが、滅菌時の高温により表面のシリコンゴム等が
溶けてしまったり、あるいは劣化したりするとい問題点があり、しかもシリコンゴムは摩
擦係数が小さいために、所望とする保持力が得難いという問題点もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１０－２１６１５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、セラミックス製等の強度に劣る技工
物に対しても、小さな把持力で高い保持力を得ることができる技工物挟持用プライヤーを
提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、一対のプライヤー本体が長手方向
の中間部分において枢軸により回動自在に連結されることにより、上記枢軸の基端部側に
互いに接離操作される把持部が形成されるとともに、先端部側に上記接離操作によって開
閉して対向面間で技工物を挟持する挟持部が形成された技工物挟持用プライヤーにおいて
、少なくとも一方の上記挟持部の上記対向面に、円形または円弧を含む長穴状の縁部が上
記技工物の豊隆面に当接するとともに上記豊隆面の頂部と接しない穴部を形成し、少なく
とも他方の上記挟持部の先端部に、上記対向面から突出するとともに上記挟持部の先端側
から基端側に向かう方向に直交する方向に直線状をなす突起部を形成したことを特徴とす
るものである。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、上記穴部が、両方の
上記挟持部の上記対向面に形成されていることを特徴とするものである。
【００１５】
　さらに、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、上記穴部
が、上記対向面の表裏面に貫通する貫通孔であることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、上記
対向面には、上記挟持部の先端側から基端側に向かう方向に直交する方向に延在する複数
条の突起が上記枢軸側から上記先端部側に向けて間隔をおいて形成されていることを特徴
とするものである。
【００１７】
　なお、請求項１～４に記載の発明において、技工物とは、歯牙の虫歯部分を削り取った
部分を型にとって金属やセラミックスあるいは合成樹脂により製作された補填物のみなら
ず、インプラントの上部構造も含むものである。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１～４のいずれかに記載の発明によれば、治療歯への技工物の調整工程において
クラウン状の技工物を取り外す際に、少なくとも一方の対向面に形成された穴部を技工物
の豊隆面に当接させると、当該穴部の円形または長円形状等の円弧を含む長穴状の縁部が
、技工物の豊隆面の頂部を囲繞するようにして略全周にわたって当接する。また、他方の
対向面に形成された突起部は、略平坦な技工物の基端部において枢軸に沿う方向に線接触
する。
【００１９】
　この結果、全体として技工物に対する線接触が広範囲となり、かつ線接触の長さ寸法が
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大きくなるために、小さな単位面積当たりの押圧力によっても、全体としてバランスの良
い高い保持力を得ることができ、よってセラミックス製等の強度に劣る技工物に対しても
、小さな把持力で高い保持力を得ることができる。
【００２０】
　この際に、通常技工物の豊隆面は、その稜線が歯茎から歯牙が突出する方向に長円形状
になる。このため、上記穴部の形状を、歯牙の突出方向に長手方向を有する長円形等の長
穴状に形成すれば、より一層保持のバランスおよび保持力を向上させることができる。
【００２１】
　また、上記前歯は、前面に豊隆面が形成され、裏面側にこれより低い豊隆面が形成され
ているために、上記前歯に仮着する技工物の着脱に用いるプライヤーとしては、一方の挟
持部の対向面にのみ技工物の前面側を挟持する穴部が形成され、他方の挟持部の対向面に
上記技工物の裏面側を挟持する突起部が形成されているものが好適である。
【００２２】
　これに対して、両面に豊隆面が形成されている小臼歯または大臼歯に仮着する技工物の
着脱に用いるプライヤーとしては、請求項２に記載の発明のように、両方の挟持部の対向
面にそれぞれ上記穴部を形成したものが好適である。
【００２３】
　さらに、請求項３に記載の発明のように、上記対向面の表裏面に貫通する貫通孔によっ
て上記穴部を形成すれば、加工が容易になる。また、請求項４に記載の発明のように、上
記対向面に、上記挟持部の先端側から基端側に向かう方向に直交する方向に延在する複数
条の突起を形成すれば、上記穴部の稜線が凹凸になり、これにより技工物に対する保持力
を一段と高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す正面図である。
【図２】図１の先端部分を先端側から視た斜視図である。
【図３】図１の把持部の側面図である。
【図４】図１の把持部の対向面を示す側面図である。
【図５】図３のＡ－Ａ線視断面図である。
【図６】図１の対向面の貫通孔間において技工物を挟持した状態を示す斜視図である。
【図７】図６の側面図である。
【図８】図１の一方の対向面の貫通孔と他方の対向面間において技工物を挟持した状態を
示す斜視図である。
【図９】本発明の第２の実施形態を示す正面図である。
【図１０】図９の把持部の側面図である。
【図１１】図１０のＢ－Ｂ線視断面図である。
【図１２】図９のプライヤーによって前歯を挟持した状態を示す斜視図である。
【図１３】図１２の左側面図である。
【図１４】図１２の右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
（第１の実施形態）
　図１～図５は、本発明に係る技工物挟持用プライヤーを、小臼歯または大臼歯に仮着し
たクラウン状（冠状）の技工物を取り外す際に用いられるプライヤーに適用した第１の実
施形態を示すものである。
【００２６】
　これらの図において、このプライヤーは、一対のプライヤー本体１が長手方向の中間部
において枢軸２によって回動自在に連結されることにより、枢軸２の基端部側に互いに接
離操作される把持部３が形成されるとともに、把持部３の対向面間に、把持部３を開く方
向に付勢する板バネ４が介装され、枢軸２の先端部側に上記接離操作によって開閉して対
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向面５間で上記技工物を挟持する挟持部６が形成されたものである。
【００２７】
　そして、このプライヤーにおいては、両方の挟持部６の対向面５に、当該対向面５の表
裏面に貫通する貫通孔（穴部）７が形成されている。ここで、貫通孔７は、図４に示すよ
うに、半径Ｒの２つ円が先端側から基端側へ向けてΔＬ離間して形成されることにより、
先端側から基端側に向けた長さ寸法Ｌ１（＝２Ｒ＋ΔＬ）が、これと直交する幅方向の長
さ寸法Ｌ２（＝２Ｒ）よりも大きい長円形状に形成されている。
【００２８】
　ちなみに、本実施形態において、貫通孔７は、長軸寸法Ｌ１＝４ｍｍに対して、短軸寸
法Ｌ２＝３．５ｍｍの長円形状に形成されている。
　また、両対向面５には、枢軸２の軸線方向と略平行に、複数条の突起８が上記基端側か
ら上記先端部側に向けて間隔をおいて形成されている。さらに、挟持部６における対向面
５の先端には、当該対向面５から突出する突起部９が枢軸２と略平行に形成されている。
【００２９】
　上記構成からなるプライヤーによれば、図６および図７に示すように、小臼歯または大
臼歯Ｔに仮着した冠状の技工物Ｃを取り外す際に、挟持部６の対向面５によって技工物Ｃ
の側面の豊隆面ｆを両側から挟持する。
【００３０】
　すると、両対向面５に形成した貫通孔７の縁部が、技工物Ｃの豊隆面ｆの頂部外周を囲
繞するようにして略全周にわたって当接する。これにより、上記技工物Ｃをバランスよく
把持することができるとともに、貫通孔７の縁部と技工物との線接触が広範囲となり、か
つ線接触の長さ寸法が大きくなるために、小さな単位面積当たりの挟持力によっても高い
保持力を得ることができる。この結果、技工物Ｃがセラミックス製等の強度に劣るもので
あっても、小さな把持力で高い保持力を得ることができる。
【００３１】
　この際に、技工物Ｃの豊隆面ｆは、その稜線が歯茎から歯牙が突出する方向に長円形状
になるのに対応させて、貫通孔７の形状を、歯牙の突出方向に長手方向を有する長円形状
に形成しているために、技工物Ｃの保持バランスおよび保持力を高めることができる。
【００３２】
　加えて、対向面５に、枢軸２と略平行に延在する複数条の突起８を形成しているために
、図５に示すように、貫通孔７の稜線が凹凸になり、これにより技工物Ｃに対する保持力
を一段と向上させることができる。
【００３３】
　また、両方の対向面５の先端に突起部９を形成しているために、図８に示すように、例
えば両側面の豊隆面ｆの高さ位置が異なる場合や、技工物Ｃの嵌め合い精度が高くて取り
外し難い場合等に、一方の側面の豊隆面ｆを対向面５の貫通孔７の縁部によって保持する
とともに、他方の側面の豊隆面ｆの基端部に対向面５の先端部の突起部９を掛け止めする
ことにより、容易に技工物Ｃを取り外すことが可能になる。
【００３４】
（第２の実施形態）
　図９～図１１は、本発明に係る技工物挟持用プライヤーを、前歯用に仮着した冠状の技
工物を取り外す際に用いられるプライヤーに適用した第２の実施形態を示すもので、図１
に示したものと共通する構成部分については、同一符号を付してその説明を簡略化する。
【００３５】
　このプライヤーにおいては、一方のプライヤー本体１における挟持部６ａの長さ寸法が
他方のプライヤー本体１における挟持部６ｂの長さ寸法よりも大きく形成されている。そ
して、寸法の長い挟持部６ａの対向面５のみに、貫通孔７が形成されるとともに、他方の
挟持部６ｂの先端部のみに、対向面５から突出する突起部９が枢軸２に沿う方向に形成さ
れている。
【００３６】
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　ここで、貫通孔７は、長方形の角隅部が大きな半径Ｒの円弧によって形成された長穴状
に形成されている。
　さらに、貫通孔７が形成されている対向面５のみに、枢軸２と平行に延在する複数条の
突起８が基端部側から先端部側に向けて間隔をおいて形成されている。
【００３７】
　以上の構成からなるプライヤーによって、前歯Ｔに仮着した冠状の技工物Ｃを取り外す
際には、図１２～図１４に示すように、技工物Ｃの豊隆面ｆの高さ寸法が大きい前面側に
挟持部６ａを配置し、豊隆面ｆの高さ寸法が小さい裏面側に挟持部６ｂを配置して、上記
技工物Ｃを挟持する。
【００３８】
　これにより、一方の挟持部６ａの対向面５に形成した貫通孔７の縁部が、技工物Ｃの前
面の豊隆面ｆの頂部外周を囲繞するようにして略全周にわたって当接するとともに、他方
の挟持部６ｂの先端に形成した突起部９が、技工物Ｃの比較的平坦な裏面に線接触するこ
とにより、確実に技工物Ｃを取り外すことが可能になる。
【００３９】
　この結果、第２の実施形態に示したプライヤーによっても、前歯Ｔに仮着した技工物Ｃ
の取り外しに際して、第１の実施形態に示したものと同様の作用効果を得ることができる
。
【００４０】
　なお、上記第１および第２の実施形態においては、いずれも縁部が技工物Ｃの豊隆面ｆ
に線接触する穴部として、挟持部６の対向面５に表裏面に貫通する貫通孔７を形成した場
合に付いてのみ説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、上記豊隆面ｆの頂
部と接しない限りにおいて上記貫通孔７に代えて底部を有する穴部を形成しても同様の効
果を得ることができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　プライヤー本体
　２　枢軸
　３　把持部
　５　対向面
　６、６ａ、６ｂ　挟持部
　７　貫通孔
　８　突起
　９　突起部
　Ｃ　技工物
　ｆ　豊隆面
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