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(57)【要約】
　本発明の歯ブラシは、ブラシ手段と、ブラシ手段を支
持する手段と、貯蔵中には非活性を維持し、水や唾液と
接触したときにのみ活性化するように、前記ブラシ手段
または前記ブラシ手段を支持する手段内に組み込まれた
、濡れたときに活性化する１部分または２部分の歯の治
療組成物とを有する。また、本発明の方法は、ブラシ手
段が唾液で濡れ、あるいは歯を磨く前に任意でブラシ手
段を水で濡らすようにして、前記歯ブラシで歯を磨くこ
とを含み、前記組成物は、再石灰化、漂白化、および／
またはフッ素化を提供する治療組成物を形成するように
反応する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシ手段と、
　前記ブラシ手段を支持する手段と、
　貯蔵中には非活性を維持し、水または唾液と接触したときにのみ活性化するように前記
ブラシ手段または前記ブラシ手段を支持する手段内に組み込まれた、濡れたときに活性化
する１部分または２部分の歯の治療組成物とを有する、
　歯ブラシ。
【請求項２】
　前記ブラシ手段は、ブラシ毛及び研磨パッドから選択される、
　請求項１の歯ブラシ。
【請求項３】
　前記ブラシ手段を支持する手段は、固体柄、内部にチャンバーを有する柄、指にはめ込
む鞘、及び指にはめ込む手袋から選択される、
　請求項１の歯ブラシ。
【請求項４】
　前記１部分または２部分の組成物は、再石灰化組成物、美白組成物、及びフッ素添加組
成物からなる群から選択される、
　請求項１の装置。
【請求項５】
　前記歯の治療組成物は、２部分の組成物であって、２つの部分のそれぞれが前記ブラシ
手段の異なる部分に組み込まれており、前記異なる部分は、歯ブラシが水または唾液で濡
れて歯磨きが行われるまで前記２つの部分が互いに接触しないように、前記組成物が組み
込まれていない部分によって分離されている、
　請求項１の装置。
【請求項６】
　前記組成物は、親水性で非水性の媒体中に２種以上の塩を含む、安定した１部分の組成
物である、
　請求項１の装置。
【請求項７】
　前記組成物は、安定した１部分の組成物であって、親水性で非水性であってグリセリン
を含む媒体中に、少なくとも一つの水溶性カルシウム化合物と、少なくとも一つの水溶性
リン酸化合物とを含み、水溶性フッ素化合物を任意に含む、
　請求項１の装置。
【請求項８】
　前記ブラシ手段を１部分の歯の治療組成物に浸漬し、前記組成物を乾燥させることによ
って準備される、
　請求項１の装置。
【請求項９】
　前記ブラシ手段上の第１の組成物の第１の片と、前記第１の片と離れている第２の組成
物の第２の片とを含み、前記第１の組成物と前記第２の組成物は互いに接触しないように
配置されている、
　請求項１の装置。
【請求項１０】
　前記組成物は、前記歯ブラシが安定して貯蔵されるように、前記ブラシ手段上または前
記ブラシ手段の内部に組み込まれた乾燥粉末の形態を有する、
　請求項１の装置。
【請求項１１】
　ブラシ手段と、前記ブラシ手段を支持する手段とを有する歯ブラシを提供することと、
　１部分または２部分の組成物を、貯蔵中には不活性を維持し、水または唾液と接触した
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ときにのみ活性化するように、前記ブラシ手段上または前記ブラシ手段を支持する手段内
に組み込むこととを含む、
　請求項１の歯ブラシを製造する方法。
【請求項１２】
　前記組成物は、機械的な力が前記ブラシ手段を支持する手段に加えられると前記ブラシ
手段を支持する手段から前記ブラシ手段に放出されるように、前記ブラシ手段を支持する
手段に組み込まれている、
　請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記組成物は、前記ブラシ手段を支持する手段の第１のチャンバーに組み込まれる第１
の部分と、前記ブラシ手段を支持する手段の第２のチャンバーに組み込まれる第２の部分
とを含み、前記第１の部分及び前記第２の部分は、機械的な力が前記ブラシ手段を支持す
る手段に加えられると前記ブラシ手段を支持する手段から前記ブラシ手段に放出され、互
いに接触すると水または唾液の存在下で反応するように構成されている、
　請求項１１の方法。
【請求項１４】
　請求項１の製品を用いて歯磨きすることを含む、
　歯を治療する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科の分野に関するものであり、特に、歯を治療するための用具と方法に関
する。より具体的には、本発明は、ブラシに組み込まれた組成物を含む歯ブラシ、又はそ
の取り扱いに関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯ブラシの分野では、種々のタイプの組成物がブラシ手段に接合、または当該ブラシ手
段内に組み込まれた使い捨て歯ブラシが提案されている。例えば、Ｓａｎｄｕｊａの米国
特許番号５，７８３，２４９号には、ブラシ手段に結合したミント風味の歯磨き組成物を
有する使い捨て歯ブラシが開示されている。Ｃｏｏｋの米国特許番号３，０７６，２１８
号には、フッ化物を含む歯ブラシの柄が開示されている。Ａｔｋｉｎの米国特許番号７，
５７５，３８７号には、歯ブラシが濡れたときに、ペレットまたはボールがゲルとなって
歯磨きの準備が整うように、窪みに入れられる乾燥歯磨き粉の形状に合わせた１つまたは
２つの部分球面のポケットを備える歯ブラシが開示されている。Ｈｏｈｌｂｅｉｎの米国
特許番号７，１８２，５４２号には、歯に歯磨剤を分配するために歯ブラシヘッドのブラ
シ部に接続された、歯磨剤を含有する破裂可能な容器を含む使い捨て歯ブラシが開示され
ている。
【０００３】
　１回限りの使用向きの使い捨て歯ブラシの分野では、従来、長期使用のために設計され
た歯ブラシに比べて、安価な柄とブラシとが用いられていた。そのような使い捨て歯ブラ
シとしては、長期使用の歯ブラシと外観が似たブラシ毛と柄とを有するものや、Ｐｏｒｃ
ｅｌｌｉの米国特許番号５，６７８，２７３号に開示されているように、小型ブラシの毛
を形成するマルチストランドのフィラメント状のループの高密度な配列からなるブラシ用
の関節のある柄として指が機能するように、使用者の指先の母指球に付着するように構成
された塗布器が知られている。ＭａｃＤｏｎａｌｄの米国特許番号３，０７０，１０２号
にも、使用者の指に粘着する粘着性を有する柔軟な細長い片に支持されている毛を有する
使い捨て歯ブラシが開示されている。Ｃｏｌｅの米国特許番号５，３４８，１５３号には
、使用者の指先において広げられるように構成された鞘に取り付けられたブラシ手段を有
する、指にはめ込む使い捨て歯ブラシが開示されている。
【０００４】
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　歯科の分野では、歯を再石灰化するために１部分（ｏｎｅ　ｐａｒｔ）の組成物及び２
部分（ｔｗｏ　ｐａｒｔ）の組成物を使用すること、及び、歯にフッ素を添加するために
１部分の組成物及び２部分の組成物を使用することは、他者からも提案されている。例え
ば、Ｗｉｎｓｔｏｎの米国特許番号５，５７１，５０２号、５，６０３，９２２号、及び
６，４８５，７０８号には、歯を再石灰化するための２部分及び１部分の組成物であって
、口腔内に導入されるまでは大部分が反応しない組成物が開示されている。１部分の再石
灰化組成物の場合には、Ｗｉｎｓｔｏｎは、専門的に適用され、または、処方、洗口剤、
リンス、トローチ、チューインガム、トローチ剤等により入手される歯磨き粉、ゲル、専
門的なゲルの形態での使用を開示している。２部分の組成物の場合、Ｗｉｎｓｔｏｎは、
第１の組成物が第２の組成物から隔離されており、これらの２つの部分が歯に適用される
ペーストを形成するために口腔外で結合されることを開示している。Ａｂｂａｔｅの米国
特許番号６，３７２，１９８号とＬｅｅの米国特許番号６，１２０，７５４号には、結合
され、ペースト状に形成され、及び、歯の表面や表面下に不溶性沈殿物を形成するために
拡散されたイオンが反応する歯の表面に適用される、歯を再石灰化する２部分の組成物が
開示されている。Ｂｌａｋｅ－Ｈａｓｋｉｎｓの米国特許番号５，７２３，１０７号には
、歯をフッ素化するための二成分の歯磨剤が開示されており、Ｚａｉｄｅｌの米国特許公
開番号２００４／０１３６９２９号には、二成分の歯の美白歯磨剤が開示されている。
【０００５】
　上記の２部分の再石灰化、美白、及びフッ素添加組成物を適用する様々な方法は、これ
らの特許や特許公開などで教示されているが、これらはそれぞれ扱いづらく、難しく、面
倒で、過度に高価で、その他不利益なものであった。例えば、Ｚａｉｄｅｌには、例えば
二連シリンジなどの調剤容器が開示されている。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の目的は、歯の再石灰化、美白、または歯にフッ素添加組成物をもたらし、適用
するためにより便利で、より効率的で、そしてより面倒ではない方法及び装置を提供する
ことである。
【０００７】
　この目的と、次の記述および添付図面から明らかとなるその他のものは、ブラシ手段と
、前記ブラシ手段を支持する手段と、貯蔵中には非活性を維持し、水または唾液と接触し
たときにのみ活性化するように前記ブラシ手段や前記ブラシ手段を支持する手段内に組み
込まれた、歯を再石灰化、美白化、またはフッ素化する治療組成物とを含む歯ブラシを一
態様に含む本発明によって達成される。
【０００８】
　別の態様において、本発明は、使用者の歯を再石灰化、美白化またはフッ素化するため
に、組成物を活性化し、歯ブラシで歯を磨くことからなる歯を治療する方法を含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、組成物は、再石灰化組成物、美白組成物、及びフッ素添加組
成物からなる群から選択される２部分の組成物である。
【００１０】
　特定用途によっては、２部分の組成物を用いた実施形態では、組成物の２つの部分をブ
ラシ手段の別々の部分に組み込むことができる。別々の部分は、最小限の接触か、または
、好ましくは前記組成物を有しない部分によって区切られている。そうすると２つの部分
は、歯ブラシが水または唾液で濡れ、歯磨きが始まるまで互いに接触しないことになる。
他の実施形態では、２部分の組成物のうち１つまたは２つの部分は、例えば組成物を絞り
出すために、破裂及び圧縮される管または仕切られた区画を有する柄などのブラシ支持手
段に配置されている。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、組成物は、親水性で非水性の媒体中に２種以上の塩を含む、
安定した１部分の組成物である。
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【００１２】
　ある実施形態では、組成物は、グリセリンを含む親水性で非水性の媒体中に、少なくと
も一種の水溶性カルシウム化合物と、少なくとも一種の水溶性リン酸化合物とを含み、水
溶性フッ素化合物を任意に含む、安定した１部分の再石灰化組成物である。
【００１３】
　歯ブラシは、１部分の歯の組成物中にブラシ手段を浸漬し、乾燥させることにより準備
することができる。他の実施形態では、１部分の美白またはフッ素添加組成物を、同様に
してブラシ手段に適用することができる。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、歯ブラシは、ブラシ手段上に第１の組成物の第１の片と、第
１の片と離れている第２の組成物の第２の片とを含み、第１の組成物と第２の組成物とは
互いに接触しないようになっている。
【００１５】
　他の実施形態では、組成物は、歯ブラシが安定して貯蔵されるように、ブラシ手段上ま
たはブラシ手段の内部に組み込まれた乾燥粉末の形態を有する。
【００１６】
　歯ブラシは、組成物が貯蔵中には不活性のままで、水または唾液と接触したときにのみ
活性化されるように、ブラシ手段上またはブラシ手段を支持する手段内に１つまたは２つ
の部分の組成物を組み込み、ブラシ手段とブラシ手段を支持する手段とを有する歯ブラシ
を提供することで製造される。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、組成物は、ブラシ手段を支持する手段の第１チャンバーに組
み込まれる第１の部分と、ブラシ手段を支持する手段の第２チャンバーに組み込まれる第
２の部分とを含み、第１の部分及び第２の部分は、機械的な力が前記ブラシ手段を支持す
る手段に加えられると前記ブラシ手段を支持する手段から前記ブラシ手段に放出され、互
いに接触すると水または唾液の存在下で反応するように、歯ブラシが構成されている。
【００１８】
　本発明の他の目的および利点は、以下の詳細な説明、及び添付の図面を参照することで
明確となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、歯の治療組成物が２部分の組成物であり、２つの部分がブラシ手段の異
なる部分に組み込まれている実施形態における上面斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した実施形態における側面図である。
【図３】図３は、歯の治療組成物が一つの組成物である、歯ブラシの他の実施形態におけ
る側面図である。
【図４】図４は、図３の歯ブラシの上面斜視図である。
【図５】図５は、本発明による歯ブラシの実施形態の垂直断面図である。
【図６】図６は、図５の歯ブラシの正面断面図である。
【図７】図７は、蛇口からの水で濡れている図５の歯ブラシの上部の側面断面図である。
【図８】図８は、図５における歯ブラシの断面の一部において、水との接触により活性化
された組成物を示す側面図である。
【図９】図９は、組成物の自動ディスペンサーを用いて製造される歯ブラシの実施形態に
おける側面図である。
【図１０】図１０は、歯ブラシとディスペンサーの上部からの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　まず初めに図１を参照すると、本実施形態の上面斜視図が示されている。歯の治療組成
物は、２部分の組成物であり、当該２部分のそれぞれがブラシ手段の別々の部分に組み込
まれている。当該別々の部分は、歯ブラシが水または唾液で濡れ、歯磨きが行われるまで
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、２部分が互いに接触しないように、ブラシ手段内の前記組成物を含まない部分によって
分離されている。歯ブラシは、例えば、歯ブラシの所望の領域３４および３５に対して、
反応性成分の一つを含む個別の溶液をスプレーし、ブラッシングし、あるいは他の方法で
加え、その後に任意に乾燥させることで準備され得る。歯ブラシ１０は、柄３２と、１２
セットのブラシ毛１７ａ－１７ｌ、ブラシ毛支持部１４、及び２部分の再石灰化組成物を
含むように示されている。第１の部分３４は、前方部のブラシ毛１７ａ，１７ｂ，１７ｃ
，１７ｊ，１７ｋ，１７ｌの間に置かれており、第２の部分３５は後方部のブラシ毛１７
ｄ，１７ｅ，１７ｆ，１７ｇ，１７ｈ，１７ｉの間に置かれている。ブラシ毛支持部１４
のうち第１の部分３４と第２の部分３５との間の領域３３には、組成物が置かれていない
。
【００２１】
　図２は、前方部のブラシ毛のセット１７ｌ，１７ｋ，１７ｊの間の再石灰化組成物の第
１の部分３４を示す図１の実施形態の側面斜視図である。（セット１７ａ，１７ｂ，１７
ｃは、図示省略）。この側面図には、第２の部分３５が、ブラシ毛のセット１７ｉ，１７
ｈ，１７ｇの間に示されている。
【００２２】
　図３は、ブラシ毛１７と、１部分の脱塩組成物２７と、支持部１４と、柄３２とを有す
る歯ブラシ１０ａの他の実施形態の側面図である。
【００２３】
　図４は、ブラシ毛１７の間の乾燥した再石灰化組成物２７を示す歯ブラシ１０ａの上面
斜視図である。
【００２４】
　歯ブラシ１０ｂの別の実施形態の側面断面図である図５を参照すると、ブラシ毛１７は
、１部分または２部分の何れかとすることができる歯の治療再石灰化組成物のペレット２
０を有するチャンバー２２を含む柄１２に接続された支持部材１４によって支持されてい
る。例えば、ペレットは、すべて同じ組成物とすることができ、あるいは異なる組成物と
することができ、少なくとも一種のカルシウム塩と、少なくとも一種の水溶性リン酸塩と
、安定剤または親水性、非水性、水溶性媒体とを含み、少なくとも一種の水溶性フッ素塩
を任意に含む。治療用組成物を適用したい場合、ペレット２０は、入口ポートカバー２６
を開放位置に移動させた後に入口ポート２８を介して取り出され、その後にブラシ部１６
のブラシ毛１７のブラシ毛ポケット１８に配置される。この実施形態では、入口ポート２
８と入口ポートカバー２６は、底部２４の近くに配置されている。ペレットは、球状の固
体無水形態であるが、様々な形状のいずれかを使用することができる。また、ブラシ毛ポ
ケット１８にペレットを配置する様々な手段のいずれかを使用することができる。
【００２５】
　図６は、図１の歯ブラシ１０の正面断面図であり、ブラシ部１６のポケット１８がより
明確に示されている。
【００２６】
　図７は、歯ブラシ１０の上部の垂直断面図であり、ブラシ部１６に供給される水３０と
蛇口３２とを示している。ここで、いくつかの実施形態では唾液が再石灰化組成物を活性
化させるのに充分であるため、蛇口からの水を使用することは必須ではない。
【００２７】
　図８は部分的に断面である側面図である。再石灰化組成物は、既にペレット状ではなく
、ペースト状またはゲル状となっている。この図においてペレット２０が破線で示されて
いるのは、ペレット２０が水または唾液と反応したためである。
【００２８】
　図９は、歯ブラシ１０ａの異なる実施形態の側面図である。歯ブラシ１０ａは、ブラシ
毛１７の間にペーストまたはゲル２７を挿入するよう適合されたノズル２９を有する自動
ディスペンサー２８により挿入された１部分の再石灰化組成物２７を含むブラシ毛１７を
有する。ブラシ毛支持部１４は柄３２と一体である。ディスペンサー２８は、バルブ３１
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および注入ライン３０を有している。
【００２９】
　図１０は、図９の歯ブラシ１０ａの上部及びディスペンサー２８の側面からの正面図で
ある。再石灰化組成物２７は、支持部１４の右側のブラシ毛のセットと、支持部１４の左
側のブラシ毛のセットとの２つのセットの間に示されている。
【００３０】
　ブラシの形態を、歯の治療組成物を保持することが可能な研磨パッド、あるいは同等の
他のブラシの形態にし得ること、更に、治療用組成物が、安定貯蔵されており、水または
唾液と接触したときにのみ活性化され、２部分の組成物の場合には、歯や歯茎に物理的に
接触したことで当該２部分が混ざる場合にのみ活性化される限りにおいて、治療用組成物
が多種多様の形式および種類となり得ることは、通常の知識を有する者により認識される
であろう。
【００３１】
　従って、本発明は、目標となることを遂行し、目的を達成し、その利益を言及しただけ
でなく、他の内在することをも言及するようにうまく適合されている。本発明は図示及び
説明され、本発明の特定の好ましい実施形態を言及することにより定義されているが、上
記の言及は、本発明を限定するものではなく、いかなる限定も推論されることはない。本
発明では、関連する技術分野において通常の知識を有するものによって想起されるように
、形態及び機能において大幅に修正し、改変し及び均等物とすることが可能である。発明
の図示及び記載された好ましい実施形態は単なる例示であり、本発明の範囲を網羅するも
のではない。従って、本発明は、均等物をあらゆる点で完全に認知して、添付の特許請求
の範囲の精神および範囲によってのみ限定されることを意図している。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月29日(2011.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシ手段と、
　前記ブラシ手段を支持する手段と、
　貯蔵中には非活性を維持し、水または唾液と接触したときにのみ活性化するように前記
ブラシ手段または前記ブラシ手段を支持する手段内に組み込まれた、濡れたときに活性化
する１部分または２部分の歯の治療組成物とを有し、
　前記治療組成物は、再石灰化組成物であって、親水性で非水性の媒体中に、少なくとも
一種のカルシウム化合物と、少なくとも一種の水溶性リン酸化合物とを含み、水溶性フッ
素化合物を任意に含む、
　歯ブラシ。
【請求項２】
　前記ブラシ手段は、ブラシ毛及び研磨パッドから選択される、
　請求項１、５または９の歯ブラシ。
【請求項３】
　前記ブラシ手段を支持する手段は、固体柄、内部にチャンバーを有する柄、指にはめ込
む鞘、及び指にはめ込む手袋から選択される、
　請求項１、５または９の歯ブラシ。
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【請求項４】
　前記１部分または２部分の組成物は、再石灰化組成物、美白組成物、及びフッ素添加組
成物からなる群から選択される、
　請求項１、５または９の装置。
【請求項５】
　ブラシ手段と、
　前記ブラシ手段を支持する手段と、
　貯蔵中には非活性を維持し、水または唾液と接触したときにのみ活性化するように前記
ブラシ手段または前記ブラシ手段を支持する手段内に組み込まれた、濡れたときに活性化
する歯の治療組成物とを有し、
　前記歯の治療組成物は、２部分の組成物であって、２つの部分のそれぞれが前記ブラシ
手段の異なる部分に組み込まれており、前記異なる部分は、歯ブラシが水または唾液で濡
れて歯磨きが行われるまで前記２つの部分が互いに接触しないように、前記組成物が組み
込まれていない部分によって分離されている、
　歯ブラシ。
【請求項６】
　前記組成物は、親水性で非水性の媒体中に２種以上の塩を含む、安定した１部分の組成
物である、
　請求項１または５の装置。
【請求項７】
　前記親水性で非水性の媒体はグリセリンを含む、
　請求項１の装置。
【請求項８】
　前記ブラシ手段を１部分の歯の治療組成物に浸漬し、前記組成物を乾燥させることによ
って準備される、
　請求項１または５の装置。
【請求項９】
　ブラシ手段と、
　前記ブラシ手段を支持する手段と、
　貯蔵中には非活性を維持し、水または唾液と接触したときにのみ活性化するように前記
ブラシ手段または前記ブラシ手段を支持する手段内に組み込まれた、濡れたときに活性化
する２部分の歯の治療組成物とを有し、
　前記ブラシ手段は、第１の組成物の第１の片と、前記第１の片と離れている第２の組成
物の第２の片とを含み、前記第１の組成物と前記第２の組成物とは互いに接触しないよう
に配置されている、
　歯ブラシ。
【請求項１０】
　前記組成物は、前記歯ブラシが安定して貯蔵されるように、前記ブラシ手段上または前
記ブラシ手段の内部に組み込まれた乾燥粉末の形態を有する、
　請求項１、５または９の装置。
【請求項１１】
　ブラシ手段と、前記ブラシ手段を支持する手段とを有する歯ブラシを提供することと、
　１部分または２部分の組成物を、貯蔵中には不活性を維持し、水または唾液と接触した
ときにのみ活性化するように前記ブラシ手段上または前記ブラシ手段を支持する手段内に
組み込むこととを含む、
　請求項１、５または９の歯ブラシを製造する方法。
【請求項１２】
　前記組成物は、機械的な力が前記ブラシ手段を支持する手段に加えられると前記ブラシ
手段を支持する手段から前記ブラシ手段に放出されるように、前記ブラシ手段を支持する
手段に組み込まれている、
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　請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記組成物は、前記ブラシ手段を支持する手段の第１のチャンバーに組み込まれる第１
の部分と、前記ブラシ手段を支持する手段の第２のチャンバーに組み込まれる第２の部分
とを含み、前記第１の部分及び前記第２の部分は、機械的な力が前記ブラシ手段を支持す
る手段に加えられると前記ブラシ手段を支持する手段から前記ブラシ手段に放出され、互
いに接触すると水または唾液の存在下で反応するように構成されている、
　請求項１１の方法。
【請求項１４】
　請求項１、５または９の製品を用いて歯磨きすることを含む、
　歯を治療する方法。
【手続補正書】
【提出日】平成25年6月20日(2013.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシ手段と、
　前記ブラシ手段を支持する手段と、
　貯蔵中には非活性を維持し、水または唾液と接触したときにのみ活性化するように前記
ブラシ手段または前記ブラシ手段を支持する手段内に組み込まれた、濡れたときに活性化
する１部分または２部分の歯の治療組成物とを有し、
　前記治療組成物は、再石灰化組成物であって、親水性で非水性の媒体中に、少なくとも
一種のカルシウム化合物と、少なくとも一種の水溶性リン酸化合物とを含み、水溶性フッ
素化合物を任意に含む、
　歯ブラシ。
【請求項２】
　前記ブラシ手段と、前記ブラシ手段を支持する手段とを有する前記歯ブラシを提供する
ことと、
　前記１部分または２部分の組成物を、貯蔵中には不活性を維持し、水または唾液と接触
したときにのみ活性化するように前記ブラシ手段上または前記ブラシ手段を支持する手段
内に組み込むこととを含む、
　請求項１の歯ブラシを製造する方法。
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