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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類の口腔に有益効果を提供するためのシステムであって、
　該口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段であって、該流体が該有益効果を
もたらすのに有効である、手段と、
　該口腔の該複数の表面上に該流体を方向付けるための該手段に、該流体を提供するため
に好適であり、細長い形状を有する手持ち式装置であって、
　　該複数の表面にわたって該流体の往復運動を提供するための手段と、
　　該流体の該往復運動を制御するための手段と、
　　該システムを通過して該流体を移送するための手段と、
　　該流体を収容するリザーバと、
　　該流体の該往復運動を提供するための該手段を駆動するための手段と、
　　該システムを駆動するためのリニアモーターと、を備える、手持ち式装置と、を含み
、
　該流体の該往復運動を提供するための該手段は、流体を収容するシリンダー、及び、該
シリンダー内で往復運動するピストンを有し、
　前記リザーバは、前記シリンダーに流体を供給し、前記手持ち式装置のハウジング内に
配置され、前記手持ち式装置の長手方向において、該流体の該往復運動を提供するための
該手段と同一の位置に、且つ、前記手持ち式装置の長手方向に対し直交方向において、該
流体の該往復運動を提供するための該手段に隣接する位置に、配置される、システム。
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【請求項２】
　前記制御手段が、前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段
へ、また、その前記手段から前記流体を移送するための手段を含む、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段に、前記手持ち式
装置を取り付けるための手段を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記複数の表面にわたって前記流体の往復運動を提供するための前記手段、前記流体の
前記往復運動を制御するための前記手段、前記システムを通過して前記流体を移送するた
めの前記手段、前記流体を収容する前記リザーバ、前記流体の前記往復運動を提供するた
めの前記手段を駆動するための前記手段、及び前記システムを駆動するための前記リニア
モーターが、ハウジング内に収容される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記手持ち式
装置に取り外し可能に又は固定して取り付けられる、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記ハウジン
グに取り外し可能に又は固定して取り付けられる、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段に、該流体を提供するために好適で
あり、細長い形状を有する手持ち式装置であって、該流体が該口腔に有益効果を提供する
のに有効であり、
　該複数の表面にわたって該流体の往復運動を提供するための手段と、
　該流体の該往復運動を制御するための手段と、
　該手持ち式装置を通過して該流体を移送するための手段と、
　該流体を収容するリザーバと、
　該流体の該往復運動を提供するための該手段を駆動するための手段と、
　該装置を駆動するためのリニアモーターと、を含み、
　該流体の該往復運動を提供するための該手段は、流体を収容するシリンダー、及び、該
シリンダー内で往復運動するピストンを有し、
　前記リザーバは、前記シリンダーに流体を供給し、前記手持ち式装置のハウジング内に
配置され、前記手持ち式装置の長手方向において、該流体の該往復運動を提供するための
該手段と同一の位置に、且つ、前記手持ち式装置の長手方向に対し直交方向において、該
流体の該往復運動を提供するための該手段に隣接する位置に、配置される、手持ち式装置
。
【請求項８】
　前記制御手段が、前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段
へ、また、その前記手段から前記流体を移送するための手段を含む、請求項７に記載の装
置。
【請求項９】
　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段に、前記手持ち式
装置を取り付けるための手段を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数の表面にわたって前記流体の往復運動を提供するための前記手段、前記流体の
前記往復運動を制御するための前記手段、前記手持ち式装置を通過して前記流体を移送す
るための前記手段、前記流体を収容する前記リザーバ、前記流体の前記往復運動を提供す
るための前記手段を駆動するための前記手段、及び前記装置を駆動するための前記リニア
モーターが、ハウジング内に収容される、請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
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　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記手持ち式
装置に取り外し可能に又は固定して取り付けられる、請求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記ハウジン
グに取り外し可能に又は固定して取り付けられる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記リニアモーターを複数含む、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
　本出願は、２０１１年１月２５日に出願された、米国仮特許出願第６１／４３５，８６
２号の利益を主張し、この完全な開示は、全ての目的のために本明細書に参考として組み
込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、哺乳類の口腔に有益効果を提供するために使用するのに好適な家庭用用途の
口腔ケア装置及びシステムに関連する。
【背景技術】
【０００３】
　定期的な専門家による歯科検診に加え、日常的な口腔衛生が一般的に、歯周病、歯肉炎
及び／又は虫歯の発現、進行及び／又は悪化に対する効果的な予防措置として認識されて
いる。しかし残念なことに、十分な歯磨きやデンタルフロスの実施を行っている最も注意
深い個人でさえも、多くの場合、歯茎の奥及び／又は歯間深くの食物微粒子、歯垢又はバ
イオフィルムに届き、緩めかつ除去することができていない。ほとんどの個人は、歯石（
tarter）堆積物を除去するために、半年ごとに専門家による歯の洗浄を受ける。
【０００４】
　長年にわたり、単純な歯の家庭洗浄を促進するために、製品が考案されてきたが、使用
が簡単でかつ歯及び／又は歯肉若しくは歯肉縁下部の全ての表面を同時に洗浄するための
単一の装置は未だ入手可能でない。従来的な歯ブラシは広範に使用されているがこれは、
効果的であるためには多大な労力を投じることを必要とし、更に従来の歯ブラシは隣接歯
間領域を十分に洗浄することができない。歯間領域の洗浄は現在、歯ブラシ以外に、フロ
ス、楊枝、又はいくつかのそのような他の追加的な装置を必要とする。
【０００５】
　電気歯ブラシは非常な人気を博しており、これらは歯ブラシを使用するために必要な労
力の投入を低減するものの、これらは依然として適切な隣接歯間の洗浄を確実にするため
には不十分である。口腔イリガートルは、歯の間の隣接歯間領域を洗浄するものとして既
知である。しかしながら、このような装置は、細片を除去するために、関連する正確な歯
間領域に向けられなくてはならない単一の噴出口を有する。ウォーターポンプ式洗浄機は
そのため、典型的には、大きな食物微粒子をそこに捉えるブレースを有する歯に関しての
み、有意義である。細片及び歯垢の両方が歯から除去されるべき場合においては、現在、
多くの装置が組み合わせて使用されなくてはならず、これは非常に時間がかかり、不便で
あることが理解される。
【０００６】
　加えて、このような実施及び装置が効果的であるためには、消費者が技術及び／又は指
示を高度に遵守することが要求される。時間、洗浄／処理方式、技術等のユーザー間にお
ける違いは、歯の洗浄に影響する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、既存の口腔衛生装置及び方法を用いて上記の不利点の１つ以上を改善するか
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、又は少なくとも既知の技術よりも有利な代替技術を市場にもたらし、かつまた有害な状
態を改善するか、若しくは口腔の美的外観を改善するために使用され得る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、哺乳類の口腔に有益効果を提供するためのシステムを含み、このシステムは
、口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段であって、流体が有益効果をもたら
すのに有効である、手段と、口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段に、流体
を提供するために好適な手持ち式装置と、を含む。本発明はまた、手持ち式装置も含む。
手持ち式装置は、複数の表面にわたって流体の往復運動を提供するための手段と、流体の
往復運動を制御するための手段と、システムを通過して流体を移送するための手段と、流
体を収容するリザーバと、流体の往復運動を提供するための手段を駆動するための電源と
、装置及びシステムを駆動するためのリニアモーターと、を含む。流体を方向付けるため
の手段を、手持ち式装置、又は手持ち式装置の要素を収容するハウジングに、取り外し可
能に又は固定して取り付けてよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明による装置の代替実施形態の概略図。
【図２】本発明による適用トレーの、第１実施形態の上面前方斜視図。
【図３】図２の適用トレーの実施形態の底面後方斜視図。
【図４】図２の適用トレーの垂直断面図。
【図５】図２の適用トレーの水平断面図。
【図６】本発明による適用トレーの第２実施形態の、上面後方斜視図。
【図７】図６の適用トレーの実施形態の上面前方斜視図。
【図８】図６の適用トレーの平面図。
【図９】図６の適用トレーの切り欠き図。
【図１０ａ】本発明によるシステムの実施形態の後方上面斜視図。
【図１０ｂ】図１０ａのシステムの前方上面斜視図。
【図１０ｃ】基部ステーションに取り付けられた基部ステーション流体リザーバを有する
、図１０ａのシステムの後方上面斜視図。
【図１０ｄ】基部ステーションに取り付けられた基部ステーション流体リザーバを有する
、図１０ａのシステムの前方上面斜視図。
【図１１ａ】本発明によるハンドピースの実施形態の上面斜視図。
【図１１ｂ】図１１ａのハンドピースの切り欠き図。
【図１２ａ】本発明によるハンドピースの第２実施形態の後方上面斜視図。
【図１２ｂ】図１２ａのハンドピースの切り欠き図。
【図１２ｃ】図１２ａのハンドピースの分解図。
【図１２ｄ】図１２ａのハンドピースの上方区分の後方上面分解図。
【図１２ｅ】図１２ａのハンドピースの上方区分の後方底面分解図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　用語「流体の往復移動」及び「流体の往復運動」は、本明細書では互換的に使用される
。本明細書において使用するとき、双方の用語とも、哺乳類の口腔表面にわたって、第１
の流れ方向から第１の流れ方向と反対の第２の流れ方向へと、流体の流れ方向を前後に変
更することを意味する。
【００１１】
　「有効な密着又は封止」とは、口腔内の複数の表面上に、又は表面の周りに、流体を方
向付けるための手段、例えば、適用トレーとの間の封止のレベルが、使用中の、そのトレ
ーから口腔内への流体の漏出の量が十分に低いものであることにより、使用される流体の
量が低減されるか、又は最小限に抑えられ、かつユーザーの快適性が維持される、例えば
、窒息又は嘔吐が回避されるようなものであることを意味する。制限を意図しないが、嘔
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吐とは、軟口蓋、咽頭壁、扁桃領域又は舌の付け根の刺激によって生じる咽喉の奥の反射
的な（すなわち、意図的な運動ではない）筋肉収縮であり、異物が咽頭及び気管に侵入す
ることを防ごうとする防御運動を意図するものとして理解される。嘔吐運動は個人によっ
てばらつきがある（例えば、口のどの領域がこれを刺激するか）。嘔吐の身体的な原因に
加え、嘔吐に対する心理的要素が存在し得る（例えば、窒息に対する恐怖がある人々は、
口内に何かが入ると容易に嘔吐し得る）。
【００１２】
　本明細書で使用するとき、「流体を移送するための手段」とは、それを通じて、流体が
、本発明によるシステム及び装置の全体にわたって移行するか、又は輸送されることが可
能な構造を含み、経路、導管、管、ポート、ポータル、チャネル、ルーメン、パイプ、及
びマニホールドが挙げられるが、これらに限定されない。流体を移送するためのこのよう
な手段は、流体の往復運動を提供する装置及び口腔表面上及びその周囲に流体を方向付け
るための手段に使用され得る。このような移送手段はまた、流体を収容するためのリザー
バから、方向付け手段に流体を提供し、かつ往復運動手段に流体を提供する（リザーバが
往復運動手段を収納する手持ち式装置内に収容されていても又は基部ユニットに収容され
ていても）。この移送手段はまた、基部ユニットから、手持ち式装置内部に収容される流
体リザーバにも、流体を提供する。本明細書に記載される発明は、例えば、ヒトなどの哺
乳類の口腔に有益効果を提供するために有用な装置及びシステムを含む。
【００１３】
　方法は、口腔の複数の表面を、所望の有益効果を口腔に提供するために有効な流体と接
触させることを含む。そのような方法では、口腔の複数の表面にわたる流体の往復運動が
、所望の有益効果を口腔に提供するために有効な条件下で提供される。複数の表面の、流
体との接触は、実質的に同時に遂行することができる。実質的に同時とは、口腔の複数の
表面の全てが、流体によって必ずしも同時に接触されるわけではないが、それらの表面の
大部分が、同時に、又は短期間のうちに接触して、全ての表面が同時に接触する場合の効
果と同様の、全体的効果を提供することを意味する。
【００１４】
　口腔内に所望の有益効果を提供するための条件は、求められる特定の環境、状況及び効
果によって変化し得る。それらの種々の変数は、それらが、流体の特定の速度を生じさせ
るという点で、相互依存的である。速度要件は、いくつかの実施形態における配合の関数
であり得る。例えば、速度、添加物（例えば、研磨剤、ずり減粘剤など）、及び配合物の
一般的な流量特性の変化により、同じレベルの有効性を生成するための噴出口の速度要件
は変化し得る。求められる特定の有益効果を達成するための適切な条件を提供するために
検討され得る要因としては、非限定的に、流体蒸気の速度及び／又は流量及び／又は圧力
、流体の脈動、流体のスプレー形状又はスプレーパターン、流体の温度及び流体の往復運
動周期の周波数が挙げられる。
【００１５】
　流体圧力、すなわち、噴出口を通じて出る前のマニホールド圧力は、約３．４ｋＰａ（
０．５ｐｓｉ）～約２０６．８ｋＰａ（３０ｐｓｉ）、又は約２０．７～約１０３．４ｋ
Ｐａ（約３～約１５ｐｓｉ）、又は約３４．５ｋＰａ（５ｐｓｉ）であり得る。流体の流
量は、約１０ｍＬ／ｓ～約６０ｍＬ／ｓ、又は約２０ｍＬ／ｓ～約４０ｍＬ／ｓであり得
る。より大きくかつより高品質の噴出は、所与の圧力／速度においてより高い流量を必要
とすることに留意すべきである。パルス周波数（パルス長さ及び供給量（ｍＬ／パルス）
）は、約０．５Ｈｚ～約５０Ｈｚ、又は約５Ｈｚ～約２５Ｈｚであり得る。供給パルスデ
ューティーサイクルは、約１０％～１００％、又は約４０％～約６０％であり得る。１０
０％ではパルスは存在しないが、代わりに、連続的な流体の流れが存在することに留意さ
れたい。供給パルス容積（全ての噴出口／ノズルを通じた合計容積）は、約０．２ｍＬ～
約１２０ｍＬ、又は約０．５ｍＬ～約１５ｍＬであり得る。噴出されるパルスの速度は、
約４ｃｍ／ｓ～約４００ｃｍ／ｓ、又は約２０ｃｍ／ｓ～約４０６．４ｃｍ／ｓ（１６０
インチ／ｓ）であり得る。真空デューティーサイクルは、約１０％～１００％、又は約５
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０％～１００％であり得る。真空は常に１００％であることに留意する。容量供給と真空
比率は、約２：１～約１：２０、又は約１：１～１：１０であり得る。
【００１６】
　本開示の利益を一度有すると、当業者は、特定の状況及び求められる所望の利益によっ
て、様々な要因が調節及び選択され得ることを認識する。
【００１７】
　流体は、求められる有益効果を提供するために有効な少なくとも１つの成分又は薬剤を
、口腔表面と接触したときに有益効果を提供するために有効な量で含む。例えば、この流
体は、限定するものではないが、洗浄剤、抗菌剤、石灰化剤、減感剤、界面活性剤、及び
白化剤からなる群から選択される成分を含み得る。いくつかの実施形態において、２種類
以上の流体が単一の期間に使用され得る。例えば、洗浄溶液が口腔に適用され得、その後
、例えば、白化剤又は抗菌剤を含有する第２溶液が続く。溶液はまた、単一の適用によっ
て２種類以上の利益を達成するために複数の薬剤を含み得る。例えば、以下で更に記載さ
れるように、溶液は洗浄剤及び有害な状態を改善するための薬剤の両方を含み得る。加え
て、口腔に２つ以上の有益効果を提供するために、単一の溶液が有効であり得る。例えば
、溶液は口腔を洗浄し、抗菌剤として作用するか、又は口腔を洗浄し、歯を白化する単一
の薬剤を含み得る。
【００１８】
　口腔の美的外観を改善するために有用な流体は、口腔内で歯を白化するための、白化剤
を含み得る。このような白化剤としては、非限定的に、過酸化水素及び過酸化カルバミド
、又は歯に適用される際に過酸化水素水を生成し得る他の薬剤が挙げられる。このような
薬剤は、リンス、歯磨き粉及び白化ストリップなどの口腔ケア白化製品に関連する分野に
おいて周知である。他の白化剤としては、シリカ、重炭酸ナトリウム、アルミナ、アパタ
イト及びバイオグラスなどの研磨剤を含み得る。
【００１９】
　研磨剤は歯を洗浄及び／又は白化するように作用し得る一方で、いくつかの研磨剤はま
た、エナメルの欠損及び歯の小管の露出により生じる歯の過敏症を改善するように作用し
得る。例えば、バイオグラスなどのいくつかの物質の粒径（例えば、直径）は、露出した
小管を遮蔽し、したがって歯の感度を低減するために有効であり得る。
【００２０】
　一部の実施形態では、流体は、３～６個の炭素原子を有するアルコールを含有する、抗
菌組成物を含み得る。この流体は、抗菌口内洗浄組成物、特に、低減されたエタノール含
有量を有するか、又は実質的にエタノールを含まずに、歯垢、歯肉疾患、及び口臭の防止
に高いレベルの有効性を提供するものとすることができる。３～６個の炭素原子を有する
アルコールは、脂肪族アルコールであることに留意する。３つの炭素を有する特定の脂肪
族アルコールは、１－プロパノールである。
【００２１】
　一実施形態において、流体は、（ａ）抗菌有効量のチモール及び１つ以上の他の精油、
（ｂ）約０．０１％～約７０．０％　ｖ／ｖ、約０．１％～約３０％　ｖ／ｖ、約０．１
％～約１０％　ｖ／ｖ、又は約０．２％～約８％　ｖ／ｖの、３～６個の炭素原子を有す
るアルコール、及び（ｃ）ビヒクルを含む、抗菌組成物を含み得る。アルコールは１－プ
ロパノールであり得る。流体ビヒクルは、水性又は非水性とすることができ、組成物に特
定の稠度を提供するための、増粘剤又はゲル化剤を含み得る。水及び水／エタノール混合
物は、好ましいビヒクルである。
【００２２】
　流体の別の実施形態は、（ａ）抗菌有効量の抗菌剤、（ｂ）約０．０１％～約７０％　
ｖ／ｖ、約０．１％～約３０％　ｖ／ｖ、又は約０．２％～約８％　ｖ／ｖのプロパノー
ル、及び（ｃ）ビヒクルを含む、抗菌組成物である。本実施形態の抗菌組成物は、従来技
術のエタノールシステムと比較して意外な優れた供給システムを呈する。利用され得る代
表的な抗菌剤としては、非限定的に、精油、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）、クロル
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ヘキシジン、ヘキセチジン、キトサン、トリクロサン、臭化ドミフェン、フッ化第一スズ
、可溶性ピロリン酸塩、酸化亜鉛が挙げられるがこれに限定されない酸化金属、ペパーミ
ント油、セージ油、血根草、二カルシウム水和物、アロエ、ポリオール、プロテアーゼ、
リパーゼ、アミラーゼ、及びクエン酸亜鉛などが挙げられるがこれに限定されない金属塩
などが挙げられる。本実施形態の特に好ましい態様は、例えば、約３０％　ｖ／ｖ以下、
約１０％　ｖ／ｖ以下、又は約３％　ｖ／ｖの１－プロパノールを有する口腔洗浄剤など
の、抗菌口腔組成物を対象とする。
【００２３】
　流体の更に別の実施形態は、（ａ）抗菌有効量のチモール及び１種類以上の他の精油、
（ｂ）約０．０１～約３０．０％　ｖ／ｖ、約０．１％～約１０％　ｖ／ｖ、又は約０．
２％～約８％　ｖ／ｖの、３～６個の炭素原子を有するアルコール、（ｃ）約２５％　ｖ
／ｖ以下の量のエタノール、（ｄ）少なくとも１種類の界面活性剤、及び（ｅ）水を含む
、エタノールが低減された抗菌口内洗浄組成物である。好ましくは、エタノール及び３～
６個の炭素原子を有するアルコールの合計濃度は、３０％　ｖ／ｖ以下、２５％　ｖ／ｖ
以下、又は２２％　ｖ／ｖ以下である。
【００２４】
　別の実施形態において流体は、（ａ）抗菌有効量のチモール及び１つ以上の他の精油、
（ｂ）約０．０１～約３０．０％　ｖ／ｖ、約０．１％～約１０％　ｖ／ｖ、又は約０．
２％～約８％　の３～６個の炭素原子を有するアルコール、（ｃ）少なくとも１種類の界
面活性剤、並びに（ｄ）水を含む、エタノールを含まない抗菌口腔洗浄組成物である。
【００２５】
　３～６個の炭素原子を有するアルコールは好ましくは、１－プロパノール、２－プロパ
ノール、１－ブタノール、２－ブタノール、第三級ブタノール及び対応するジオールから
選択される。１－プロパノール及び２－プロパノールが好ましく、１－プロパノールが最
も好ましい。
【００２６】
　例えば、歯垢の形成、食物微粒子、バイオフィルムなどの除去又は分解など、洗浄によ
って口腔の口内衛生を一般的に改善することに加えて、本発明は口腔内の有害な状態を改
善し、口腔の美的外観を改善する（例えば、歯の白化）ために有用である。有害な状態と
しては、非限定的に、虫歯、歯肉炎、炎症、歯周病と関連する症状、口臭、歯の感度及び
菌感染などが挙げられる。流体自体は様々な形態であり得るが、ただしこれらは本発明の
装置及び方法の使用に好適な流動特性を有する。例えば、流体は、溶液、エマルション及
び分散液からなる群から選択され得る。いくつかの実施形態において、流体は流体相（例
えば、水相）中に分散した微粒子（例えば、研磨剤）を含み得る。このような場合におい
て、研磨剤は、口腔表面に適用されるために、水相中に実質的に均一に分散する。他の実
施形態において、水中油型又は油中水型エマルションが使用され得る。そのような場合に
は、流体は、連続的な水相内部で実質的に均一に分散する非連続的な油相、又は連続的な
油相内部で実質的に均一に分散する非連続的な水相を、それぞれの場合に応じて含む。更
に他の実施形態において、流体は、薬剤がキャリア中に溶解しているか又はキャリア自体
が所望の有益効果を提供するための薬剤とみなされ得る（例えば、通常内部に他の薬剤が
溶解しているアルコール又はアルコール／水混合物）溶液であり得る。
【００２７】
　本発明は、家庭用用途に好適であり、歯及び／又は歯肉領域の複数の表面上に流体を方
向付けるように適合された装置、例えば、口腔衛生装置、例えば、歯洗浄装置を含む。い
くつかの実施形態では、口腔表面は、流体によって実質的に同時に接触される。本明細書
において使用するとき、歯肉領域への言及は、非限定的に歯肉縁下部ポケットへの言及を
含む。口腔の洗浄及び／若しくは美的外観の全般的な改善、並びに／又は歯及び／若しく
は歯肉領域の有害な状態の改善を提供するために有効な条件下で、適切な流体が、往復作
用で歯及び／又は歯肉領域の複数の表面上に、実質的に同時に方向付けられることにより
、歯及び／又は歯肉領域の口腔衛生の全般的な改善が提供される。例えば、１つのそのよ



(8) JP 5980816 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

うな装置は、適切な洗浄液を使用して、歯の前面及び裏面、並びに隣接歯間領域にわたっ
て、前後に流体を往復させることにより、洗浄周期を作り出すと共に、使用される洗浄液
の量を最小限に抑えることによって、歯及び／又は歯肉領域を洗浄して歯垢を除去する。
【００２８】
　流体の往復運動を提供する本発明の装置は、流体の往復運動を制御する手段を含む。制
御手段は、流体を口腔の複数の表面上に方向付けるための手段へ、また、その手段から流
体を移送するための手段を含む。本明細書において以下でより詳細に記載されるように、
いくつかの実施形態において、流体の往復運動を提供するための手段は、流体を受容及び
排出するための複数のポータル、流体がそれを通じて移送される複数の経路又は導管、及
び流体の往復運動を提供するために流体の流れ方向を変えるための手段を含む。制御手段
は、論理回路及び／又は機械的に制御された回路によって制御され得る。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、往復運動を提供するための装置は、流体を収容するためのリ
ザーバに、その装置を取り付けるか又は接続するための手段を含み得る。リザーバは装置
に取り外し可能に取り付けられ得る。この場合において、リザーバ及び装置は、一方を他
方に取り付けるための手段を含み得る。プロセスの完了後、リザーバは廃棄されて別のリ
ザーバと交換されてもよく、又は再充填されて再使用されてもよい。他の実施形態におい
て往復運動する装置は装置と一体のリザーバを含む。本明細書において記載される、装置
が基部ユニットに取り付けられ得る実施形態において、リザーバは、装置と一体であって
も又は装置に取り外し可能に取り付けられていても、基部ユニットの一部を形成する供給
リザーバから充填され得る。基部ユニットが使用される場合、装置及び基部ユニットは一
方を他方に取り付けるための手段を含む。
【００３０】
　装置は、流体を往復させるための手段を駆動するための電源を含む。例えば、電池（再
充電可能又は使い捨て）などの電源が、装置内（例えば、装置のハンドル内）に収容され
得る。基部ユニットが利用され得る場合、基部は装置に出力を提供するための手段を含み
得る。他の実施形態において基部ユニットは、装置内に含まれる再充電可能な電池を再充
電するための手段を含み得る。
【００３１】
　流体の往復運動を提供するための装置は、装置を、口腔の複数の表面に流体を方向付け
るための手段（例えば、適用トレー又はマウスピース）に取り付けるための手段を含む。
いくつかの実施形態では、この方向付け手段は、口腔の複数の表面の、流体との実質的に
同時の接触を提供する。取り付け手段は、マウスピースの装置への取り外し可能な取り付
けを提供し得る。いくつかの実施形態において、多数のユーザーが自らのマウスピースを
、往復運動手段を含む単一の装置と共に使用し得る。他の実施形態において、取り付け手
段はマウスピースに取り外し不可能な取り付けを提供してもよく、よってマウスピースは
装置の一体部分である。上述のような往復運動を提供するための装置を、以降で説明する
ように、他の装置構成要素と共にハウジング内に収容することにより、方向付け手段に流
体を提供するために好適な手持ち式装置を提供することができる。
【００３２】
　口腔の表面上に流体を方向付けるための手段（例えば、適用トレー又はマウスピース）
は、複数の構成要素を含む。方向付け手段は、流体を複数の表面に近接するように維持す
るためのチャンバ（すなわち、流体接触チャンバ（ＬＣＣ））を含む。「近接して」とは
、流体が、表面と接触した状態に維持されることを意味する。ＬＣＣは、マウスピースの
前方内側壁部及び後方内側壁部、並びにマウスピースの前方内側壁部と後方内側壁部との
間に延び、これと一体の壁部又は膜、及びいくつかの実施形態においては後方歯肉封止膜
によって境界される空間によって画定される。前方及び後方内側壁部と共に、その間に延
びる壁部及び後方歯肉封止膜がＬＣＣＭ（ＬＣＣＭ）を形成する。流体との均一かつ最適
な接触を提供するために、歯に適合するマウスピースの配置によって、ＬＣＣＭの一般的
形状は、「Ｕ」又は「ｎ」の形状である。ＬＣＣＭは、特定の方向付け手段によって、可
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撓性又は剛性であり得る。膜は、ＬＣＣＭの基底膜として配置され得る。ＬＣＣＭの前方
及び後方内側壁部はそれぞれ、複数の開口部又はスロットを含み、流体がこれらを通じて
口腔の複数の表面と接触するように方向付けられる。
【００３３】
　ＬＣＣＭの設計は、快適性を提供し、ユーザーの嘔吐反射を最小限に抑えるために、サ
イズ、形状、厚さ、材料及び歯／歯肉の周囲に作り出される容積、ノズルの設計及び配置
（これはマニホールド及び歯肉縁部封止と共に、口腔及び歯と関連する）と関連して、最
大有効性のために最適化することができる。上記の組み合わせが、歯及び歯肉領域と流体
との有効な接触を提供する。
【００３４】
　ＬＣＣＭは、既知の体積を有する、制御され、分離された環境（すなわち、ＬＣＣ）を
提供し、歯及び／又は歯肉領域を流体と接触させ、その後、消費された流体、並びに細片
、歯垢などをＬＣＣから、口腔全体を流体、細片等に曝露することなく除去する。これは
、流体の摂取の可能性を低減する。ＬＣＣＭはまた、例えば、十分な洗浄を提供するため
に著しい流量が必要とされるとき、個別のノズルを引くことなく、流体の流量及び圧力の
増加を可能にする。ＬＣＣＭはまた、必要な場合、流体の量及び流量の低減も可能にする
が、これは、口腔全体ではなく、ＬＣＣ内部の領域のみが流体と接触しているためである
。ＬＣＣＭはまた、歯及び歯肉領域上、これらを通じて、及びこれらの周囲の流体との接
触の制御された供給量及び持続時間を可能にし、流体と接触する領域上の流体のより高い
濃度を可能にし、それによって流体のより有効な制御及び供給を提供する。
【００３５】
　ＬＣＣＭはまた、検出又は診断での使用のための口腔ケア空洞内の、マウスピースの正
確な位置決めによる、口腔の制御されたサンプル採取も可能にし得る。また、様々な方法
を通じて、歯肉の健康状態の撮影及び／又は診断能も提供できる。本システムはまた、限
定するものではないが、舌、頬、歯肉などのような、他の口腔領域を洗浄及び／又は処理
するための機能性を拡張する能力も提供する。
【００３６】
　ＬＣＣＭの壁部の厚さは、必要な物理的性能特性を提供する一方で含有材料を最小化し
性能を最適化するため、０．２ｍｍ～１．５ｍｍの範囲であり得る。ＬＣＣＭの内側壁部
と歯との間の距離は、最大快適性を提供する一方でカスタマイズ及びＬＣＣ容積要件を最
小化するため、約０．１ｍｍ～約５ｍｍであってもよく、より典型的には、約２．５ｍｍ
の平均距離である。
【００３７】
　マウスピースの寸法及び形状は、好ましくは、上の歯及び下の歯の両方のための３つの
基本的な自在寸法（小、中、及び大）を利用するが、設計は、個別のユーザーに快適性及
び機能性を保証するために必要に応じて、異なるレベルのカスタマイズを可能にする機構
を提供する。装置は、これが口の中で正しい位置にあるときのみ動作することを可能にす
る、スイッチ機構を組み込んでもよい。マウスピースは、口腔の複数の表面と流体との実
質的に同時の接触を提供するために、上方区分及び下方区分の両方を含み得る。別の実施
形態において、上方区分及び下方区分は、ユーザーの上の歯又は下の歯及び歯肉上で使用
され得る単一のブリッジを使用して洗浄され得る（最初に洗浄のために一部分に配置され
、その後、洗浄のために他の部分に配置される）。
【００３８】
　流体が通過して方向付けられる、マウスピースの内側壁部の内部に収容される、本明細
書ではスロット、噴出口、又はノズルとも称される開口部の、数及び場所は様々であり、
使用の状況及び環境、具体的なユーザー、並びに求められている有益効果に基づいて決定
される。開口部の断面形状は、円形、楕円形、台形、又は口腔表面と流体との効果的な接
触を提供する他の任意の形状を提供する他の形状であり得る。開口部の場所及び数は、所
望の有益効果を提供するために有効な様々な噴霧パターンで、流体の噴出口を方向付ける
ように設計することができる。開口部直径は、効果的な洗浄、並びに平均噴出速度及び適
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用範囲を提供するために、約０．１～約３ｍｍ、又は約０．２ｍｍ～約０．８ｍｍ、又は
約０．５ｍｍであり得る。
【００３９】
　口腔と流体とが接触する場合、最適な開口部の配置及び方向／角度は、歯間、上部、側
部、後部、及び歯肉ポケット表面が挙げられるが、これらに限定されない領域の実質的に
全ての歯表面を適用範囲とすることを可能にする。別の実施形態において、開口部は、速
度、密度及びファンパターン（完全な円錐、扇型、部分的円錐、噴出）を調節するために
、又は配合の検討により、異なる洗浄、適用範囲及びスプレーパターンを提供するために
、異なる寸法及び異なる形状であり得る。ノズルはまた、管状に設計されてもよく、及び
／又はＬＣＣＭから延びて方向付けられたスプレーを提供してもよく、又はホーススプリ
ンクラーシステムと同様に歯にわたって拡張した適用範囲を提供するためにスプリンクラ
ー様の機構として機能してもよい。ノズルは好ましくは、ＬＣＣＭの内側壁部と一体であ
り、任意の数のアセンブリ又は当該技術分野において既知の形成技術によって内側壁部内
に組み込まれ得る（機械加工、射出成型などを通じて膜内にインサート成型される）。
【００４０】
　ＬＣＣＭは、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）
、又はシリコーンなどのエラストマー材料であってもよく、内側壁部の移動を可能にし、
最小限の機械的構造でより大きな噴出適用領域を提供し、最適な性能を達成するための体
積流量要件を低減する一方で、歯と直接接触した際に歯を保護するためにより柔軟でより
可撓性の材料を提供する。可撓性膜はまた、その歯に適合する能力のために、広範なユー
ザーにとって許容可能な嵌合具を提供し得る。あるいは、ＬＣＣＭは、剛性又は半剛性の
材料（例えば、限定されないが熱可塑性）で作製され得る。
【００４１】
　必須ではないが、歯に対する、ＬＣＣＭの動きを有することが望ましい場合がある、一
部の実施形態では、ＬＣＣＭの動きは、マニホールドを通過する流体の加圧、脈動、及び
移動を通じて提供される。代替的実施形態では、この動きは、振動機構、音波機構、又は
超音波機構を通じて達成することができる。この動きはまた、ＬＣＣ内部に構築されるか
、又はＬＣＣに取り付けられる、管及び／マニホールドの別個のネットワークを通じて提
供することもでき、このネットワークに、流体及び／又は空気を注入又は排出させて、こ
の膜の所望の動きを作り出すことができる。更には、ＬＣＣＭの動きは、ユーザーの顎又
は歯の動きの結果とすることができる。
【００４２】
　代替的実施形態では、ＬＣＣＭ運動システムはまた、軌道のような誘導往復運動を介し
て、ＬＣＣＭを機械的に移動させることも含み得、この軌道は、歯によって作り出される
。別の代替的実施形態では、所望のＬＣＣＭの動きは、１つ又は複数のリニアモーターシ
ステムを使用することによって作り出すことができ、このシステムは、マウスピース上の
戦略的な場所内に配置される、複数の永久磁石／コイルの対を介した、連続的な動きを可
能にして、噴出口及び洗浄要素の方向付けに関して、最適化された洗浄及び処理の連続を
提供する。更に別の代替的実施形態では、形状記憶材料又は圧電体によって、動きを作り
出すことができる。
【００４３】
　別の実施形態において、ＬＣＣＭはまた研磨要素、例えば、フィラメント、テクスチャ
、磨き要素、添加物（シリカなど）、他の洗浄及び／又は処理要件、加えて限定されない
が処理、洗浄、及び配置のために歯とＬＣＣＭとの間の最小限の距離を保証するために使
用され得る他の形状要素を含む。
【００４４】
　一部の実施形態では、ＬＣＣＭは、感知装置及び／又はスイッチを収容することができ
、これは、マウスピースが口腔内の歯の上で正しい位置にあるか否かを判定し、そのスイ
ッチ／センサーを通じて、この位置が検証されない限り本装置が起動することを許可しな
い。また、マウスピースが、使用中に、この位置から移動又は取り除かれた場合にも、機
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能することを即座に停止させる。オーバーライドスイッチを、適用トレー洗浄中に組み込
むことができる。
【００４５】
　ＬＣＣＭは、限定されないが、機械加工、射出成型、吹込み成形、押出成形、圧縮成型
及び／又は真空成型などの、様々な方法により形成され得る。これはまたマニホールドと
共に形成されつつマニホールド回路をＬＣＣ内に組み込む及び／又はマニホールド上にオ
ーバーモールドされて最小アセンブリで一体構成を提供し得る。
【００４６】
　一実施形態において、ＬＣＣＭは別個に作製されて、その後、接着剤、エポキシ、シリ
コーン、ヒートシール、超音波溶接、及び熱接着材を含む任意の数の組み立て及び封止技
術を使用して、マニホールドに組み立てられてもよい。ＬＣＣＭは、マニホールドと組み
立てた際に、これがいずれの追加的構成要素も用いずに好ましいデュアルマニホールド設
計を効果的かつ効率的に形成するような方法で設計される。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、ＬＣＣＭは、歯肉封止領域を生成するように設計又は使
用され得る。いくつかの実施形態において、ＬＣＣ内に真空が適用されるが、これはマウ
スピースとの係合を改善して口腔内で歯肉との正の封止を形成する。他の実施形態では、
口腔内でＬＣＣＭの外側に圧力が適用されるが、これはマウスピースの係合を改善し、口
腔内で歯肉との正の封止を形成する。更に別の実施形態において、特定のユーザーに関し
て口腔内に挿入された際にカスタム再使用可能な弾力的封止を提供するために、最初の使
用中にマウスピースの周囲に義歯様接着剤が適用され得る。これはその後、歯肉に対し及
び以降の用途において、適合しかつ正の封止を提供するために弾性的に剛性となる。別の
実施形態において、封止は適用され及び／又は各使用の後に交換又は処分され得る。
【００４８】
　方向付け手段はまた、流体を収容し、かつ前方内側壁部の開口部を通じてその流体をＬ
ＣＣに提供するための第１マニホールドと、流体を収容し、かつ後方内側壁部の開口部を
通じてその流体をチャンバに提供するための第２マニホールドと、を含む。この設計は、
どの操作が行われているかによって、多くの異なる選択肢を提供する。例えば、洗浄動作
において、流体噴出をＬＣＣ内に、歯に直接、ＬＣＣの一方の側部から第１マニホールド
から供給し、その後、歯の周囲の流体を、ＬＣＣの他方の側部から第２マニホールドへと
排出し／引き、制御された歯間、歯肉ライン及び表面の洗浄を提供することが好ましい場
合がある。ＬＣＣの一方の側部からの流れは、脈動作用で多数回繰り返され得、その後、
流れが逆転されて、一定期間及び／又は多数の周期にわたり、第２マニホールドから流体
噴出を供給し、歯の裏側を通じて第１マニホールド内へと流体を排出する／引く。このよ
うな流体作用は、乱流の、反復可能の及び可逆の流れを生じ、したがって口腔表面付近で
流体の往復運動を提供する。
【００４９】
　処理、前処理、又は後処理の動作では、一方又は双方のマニホールドを通じて、流体を
同時に供給してチャンバを充満させ、一定期間歯を浸漬して、次いで設定期間の後に、一
方又は双方のマニホールドを通じて、チャンバから排出させることが好ましい場合がある
。
【００５０】
　別の実施形態において、マニホールドは、単一マニホールド設計であり、同じ噴出口の
対を通じて同時に流体の押し引きを提供できる、又は任意の数のマニホールド区画であり
、流体供給、並びに洗浄及び流体処理剤の除去における更に高い制御を提供できる。複数
マニホールドにおいてまた、専用供給及び除去マニホールドを有するように設計され得る
。マニホールドはまた、ＬＣＣＭと一体である及び／又はその内部にあるように設計され
得る。
【００５１】
　マニホールドの材料は、半剛性熱可塑性樹脂であり、これは流体の制御された流れの間
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に崩壊又は破裂しないために必要な剛性を提供するが、マウスピースの挿入、封止／配置
及び除去のためにユーザーの口内にフィットする際に一定の柔軟性を提供する。製作の複
雑性、構成要素の数及び金型費用を最小化するため、ＬＣＣＭと組み合わせる際にデュア
ルマニホールドが生成される。マニホールドはまた、適合性のある熱可塑性エラストマー
（ＴＰＥ）が挙げられるがこれらに限定されない、より低いジュロ硬度のエラストマー材
を使用し、歯／歯肉に、より柔軟な外側の「感触」を提供するために多成分であってもよ
い。マニホールドは、限定されないが、機械加工、射出成型、吹込み成形、圧縮成型、又
は真空成型などの、様々な方法により形成され得る。
【００５２】
　方向付け手段はまた、流体を第１マニホールドに及びここから移送するための第１ポー
トと、流体を第２マニホールドに及びここから移送する第２ポートと、口腔内の方向付け
手段の効果的な封止（すなわち、歯肉封止）を提供するための手段と、を含む。いくつか
の実施形態において、第１ポート及び第２ポートは、第１マニホールド及び第２マニホー
ルドに及びここから流体を移送するように、かつ流体をマウスピースに提供する手段にマ
ウスピースを取り付けるように、機能し得る。他の実施形態において、方向付け手段は、
方向付け手段を、流体を方向付け手段に提供するための手段に取り付けるための手段を更
に含み得る。
【００５３】
　図１は、本発明による方法及びシステムの一実施形態の概略図である。この図は、口腔
内の流体の往復運動を提供するための手段３０２、流体リザーバ３７０、流体供給リザー
バ３９０、並びに口腔内の複数の表面上及び表面の周りに流体を方向付けるための手段（
この例では、適用トレー１００として示す）を含む構成要素を有する、システム３００を
示す。流体の往復運動を提供する手段としては、供給装置３１０、回収装置３２０、往復
式流量制御装置３３０、管３１２、３２２、３７２、３７６、及び３９２、並びに溶液一
方向弁３１４、３２４、３７４、３７８、及び３９４を含み得る。管３３２及び３３４は
、往復式流量制御装置３３０から適用トレー１００への流体の移送を提供する。
【００５４】
　いくつかの実施形態において供給装置３１０及び回収装置３２０は、個別の単動ピスト
ンポンプであり得る。他の実施形態において、供給装置３１０及び回収装置３２０は、複
動ピストンポンプとして一緒に収容され得る。流体供給リザーバ３９０及び流体リザーバ
３７０は、ガラス、プラスチック又は金属で作製することができる。流体供給リザーバ３
９０は、システム３００と一体であり、かつ再充填可能とすることができる。一部の実施
形態では、流体供給リザーバ３９０は、システム３００に取り外し可能に接続される、交
換可能な流体供給源とすることができる。
【００５５】
　一部の実施形態では、流体供給リザーバ３９０、流体リザーバ３７０、又は管３１２、
３７２、３９２のいずれかが、口腔内の複数の表面への適用のために適用トレー１００内
に方向付ける前に、流体を予備加熱するための、熱源を含み得る。温度は、使用中にユー
ザーに快適性を提供するために有効な範囲内に維持されるべきである。
【００５６】
　適用トレー１００は、管３３２、３３４、及び他の取り付け手段（図示されない）によ
り、洗浄往復運動手段３０２と一体であるか又はこれに取り外し可能に接続され得る。
【００５７】
　流体供給リザーバ３９０内の流体は、管３９２を通って、流体リザーバ３７０に流れる
。リザーバ３７０内の流体は、管３７２を通って、供給装置３１０に流れる。管３７２を
通じた流体流量は、一方向弁３７４によって制御される。供給装置３１０から、流体は管
３１２を通じて往復式流量制御装置３３０に流れる。一方向弁３１４が、管３１２を通過
する流体流を制御する。流体は、流量制御装置３３０の流れ方向設定によって、管３３２
又は３３４を通じて往復式流量制御装置３３０から適用トレー１００に流れる。流体は、
適用トレー１００から、管３３４又は管３３２を通って、往復式流量制御装置３３０に戻
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り、管３２２を通って、往復式流量制御装置３３０から回収装置３２０に流れる。一方向
弁３２４が、管３２２を通過する流体流を制御する。最終的に洗浄液は、回収装置３２０
から管３７６を通じて流体リザーバ３７０に流れる。一方向弁３７８が、管３７６を通過
する流体流を制御する。
【００５８】
　供給装置３１０及び回収装置３２０は、論理回路によって制御され、これは往復運動周
期を開始するプログラム、往復運動周期を実行するプログラム（すなわち、溶液を口腔の
複数の表面の周囲で往復運動させ、それによって口腔に有益効果を提供する）、往復運動
周期、及び使用間、又はプリセット若しくは自動洗浄期間にシステムを洗浄するための自
己洗浄周期の最後に適用トレー１００を内容排出するプログラム含み得る。
【００５９】
　システム３００はまた、例えば、ＯＮ／ＯＦＦ、適用トレー１００の充填、洗浄プログ
ラムの実行、システム３００の内容排出、及びシステム３００の洗浄などのスイッチ、並
びに電源投入、充電、周期プログラムの実行、装置内容排出、結果又はフィードバック及
び操作中の自己洗浄周期が挙げられるが、これらに限定されないインジケータ又はディス
プレイライトを含み得る。適用トレー１００への方向付けの前に流体が予備加熱される実
施形態において、ディスプレイライトは、流体が使用のために適切な温度にあることを示
すために使用され得る。
【００６０】
　歯を洗浄するためにシステム３００を使用する１つの方法は以下である。使用の前に、
流体供給チャンバ３９０内の洗浄液が、管３９２及び一方向弁３９４を通って、洗浄液リ
ザーバ３７０に流れる。一部の実施形態では、流体供給リザーバ３９０は、ここで、シス
テム３００から分離される。
【００６１】
　第１工程において、ユーザーは適用トレー１００を口腔内で歯及び歯肉領域の周囲に位
置付ける。ユーザーはトレー１００を閉じ、それによって歯肉と、歯とトレー１００と、
の間の効果的なフィット又は封止を達成する。ユーザーはスタートボタンを押して洗浄プ
ロセスを開始する。洗浄プロセスは以下のとおりである。
　１．供給装置３１０が起動されて、洗浄液リザーバ３７０から、管３７２及び一方向弁
３７４を通じて洗浄液を引き込み始める。
　２．供給装置３１０が十分に充填されると、供給装置３１０が起動されて、管３１２、
一方向弁３１４、往復式流量制御装置３３０、及び管３３２を通じて、適用トレー１００
に洗浄液を分配し始める。
　３．回収装置３２０が、供給装置３１０の起動の後に、又はこれと同時に起動されて、
適用トレー１００から、管３３４、往復式流量制御装置３３０、管３２２、及び一方向弁
３２４を通じて洗浄液を引き込み始める。一方向弁３７４により、洗浄溶液が管３７２を
通じて流れるのを妨げる。一部の実施形態において、供給装置３１０及び回収装置３２０
は、論理回路により、同容量の洗浄液流が供給装置３１０から分配されて、回収装置３２
０内に引き込まれるように、協調して機能するように制御される。
　４．回収装置３２０は、管３７６及び一方向弁３７８を通じて、洗浄液リザーバ３７０
への洗浄溶液の分配を開始するように起動される。一方向弁３２４により、洗浄溶液が管
３２２を通じて流れるのを妨げる。更に、供給装置３１０も起動されて、洗浄液リザーバ
３７０から、管３７２及び一方向弁３７４を通じて洗浄液を引き込み始める。
　５．洗浄液を往復運動させるために、流れ方向が反転された後に、ステップ２及びステ
ップ３を繰り返して、それぞれ、管３３４及び３３２を使用して、供給／回収装置３２０
と適用トレー１００との間で洗浄液を循環させる。
　６．洗浄液を循環させるため、ステップ２～４が繰り返され、洗浄液リザーバ３７０と
適用トレー１００との間で洗浄液を循環させる。
　７．洗浄に必要とされる時間が経過するまで、又は所望の周期数が達成されるまで、プ
ロセスを実行し続ける。
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【００６２】
　この手順は、各供給リザーバに追加的に流体を供給して、無制限に繰り返され得ること
に留意するのが重要である。加えて、最終的な流体供給リザーバは水又は他の洗浄液を含
んでもよく、システムは洗浄のためにパージされ得る。
【００６３】
　口腔衛生システムは、基部ステーション、口腔内の複数の表面の周囲の流体の前後運動
を提供する手段を含むハンドピース、及び適用トレー、又はマウスピースが挙げられるが
、これらに限定されないいくつかの主要構成要素を含み得る。システムは家庭用用途に好
適であり、歯の複数の表面上に流体を同時に方向付けるように適合される。装置は洗浄溶
液を使用して歯を洗浄し、歯垢を除去し、洗浄溶液は前後に往復運動されて、洗浄周期を
生じ、使用する洗浄溶液を最小化する。装置は、手持ち式であり得、又は卓上若しくはカ
ウンタートップ装置の形態であり得る。
【００６４】
　基部ステーションは、ハンドピース内の再充電可能電池を充電し、流体リザーバを保持
し、診断構成要素を収容し、ユーザーにフィードバックを提供し、場合によってはマウス
ピースを洗浄する。
【００６５】
　ハンドピースは、リザーバからマウスピースに流体を供給する、動力ポンプを有する。
流れ方向は、専用ポンプ（その方向を逆転するなど）、可逆性逆止弁、又は他の同様の手
段による流体制御弁調節で、往復運動し得る。周期の各段階における周期時間及び流速は
可変であり、いくつかの実施形態においては、各個別のユーザーに対してカスタマイズさ
れる。ハンドピースは、充填プロセス、並びに洗浄及び／又はパージプロセスを実行する
。ハンドピース及び／又は基部ステーションは、プロセスの各段階においてユーザーにフ
ィードバックを提供してもよく、場合によって診断情報を報告してもよい。
【００６６】
　ハンドピースは審美的に心地よいものであり、ユーザーの手にとって快適な把持／感触
を有する。重量及びバランスは、高質の感触を提供する一方で快適かつ効率的な使用に良
好に適している。快適性、把持、感触、並びにハンドピースの適切な位置付け及び把持位
置の補助のために、指グリップ及び／又はタッチポイントが適切に位置付けられる。基部
ステーションはまた、審美的に心地よいものであり、ハンドピースが容易かつ確実に適所
に結合することを可能にする。基部ステーションは、ハンドピースが一度結合されるとこ
れを適所に固定しても、しなくてもよい。
【００６７】
　装置の第３の主要構成要素は、適用トレー又はマウスピースである。
【００６８】
　図２は、本発明による、口腔内の複数の表面上に流体を方向付けるための手段、例えば
、適用トレー１００の、第１実施形態の上面斜視図である。図３は、図２の適用トレー１
００の底面斜視図である。図面は、外側前方壁部１１２、外側後方壁部１１４、内側前方
壁部１１６、内側後方壁部１１８、及び基底膜（例えば、バイトプレート１５６）を有す
る適用トレー１００を示す。内側前方壁部噴出スロット１３２は、内側前方壁部１１６上
に位置し、一方で内側後方壁部噴出スロット１３４は、内側後方壁部１１８上に位置する
。図２及び図３に示す、内側前方壁部噴出スロット１３２及び内側後方壁部噴出スロット
１３４は、噴出スロット構成の一実施形態に過ぎない。第１ポート１４２及び第２ポート
１４４は、外側前方壁部１１２を通じて適用トレー１００に入る。
【００６９】
　図２及び図３は、適用トレー１００の実施形態を表し、ユーザーの上の歯及び下の歯並
びに／又は歯肉領域は、所望の有益効果を提供するために実質的に同時に流体と接触する
。他の実施形態において、適用トレー１００は、ユーザーの上の歯若しくは下の歯及び／
又は歯肉領域のみを洗浄及び／又は処理するように設計され得ることが理解される。
【００７０】
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　図４及び図５は、それぞれ、図２の適用トレー１００の、垂直断面図及び水平断面図で
ある。図面は、外側前方壁部１１２及び内側前方壁部１１６によって境界される空間とし
て画定される第１マニホールド１４６を示す。第２マニホールド１４８は、外側後方壁部
１１４及び内側後方壁部１１８によって境界される空間として画定される。流体接触チャ
ンバ（ＬＣＣ）１５４は、内側前方壁部１１６、内側後方壁部１１８、及び基底膜１５６
によって画定される。
【００７１】
　動作の一実施形態では、流体が、圧力によって、第１ポート１４２を通って第１マニホ
ールド１４６に入り、次いで、内側前方壁部噴出スロット１３２を通ってＬＣＣ　１５４
に入る。真空が第２ポート１４４上で引かれ、内側後方壁部噴出スロット１３４を通じ、
第２マニホールド１４８内及び最終的には第２ポート１４４内に流体を引く。この実施形
態では、流体噴出は、最初に、ＬＣＣ　１５４の一方の側から、歯及び／又は歯肉領域の
前方表面上に方向付けられ、ＬＣＣ　１５４の他方の側から第２マニホールド内へと、歯
及び／又は歯肉領域の表面を通過し、表面の間、及び表面の周囲に方向付けられて、制御
された、歯間、歯肉線、表面及び／又は歯肉領域の、洗浄若しくは処理を提供する。次に
、マニホールド内の流れが逆転される。洗浄液は、圧力によって第２ポート１４４を通じ
て第２マニホールド１４８に入り、その後、内側後方壁部噴出スロット１３４を通じてＬ
ＣＣ　１５４に入る。真空が、第１ポート１４２に引かれ、内側前方壁部噴出スロット１
３２を通じて、第１マニホールド１４６内へ、最終的には第１ポート１４２内へと、流体
を引き込む。この実施形態の第２部分では、流体噴出は、歯及び／又は歯肉領域の後方表
面上に方向付けられ、歯及び／又は歯肉領域の表面を通過して、表面の間、及び表面の周
囲に方向付けられる。数多くの周期にわたる、この圧力／真空の交互性は、乱流の、反復
可能な可逆の流れを作り出し、口腔の複数の表面の周りに流体の往復運動を提供し、口腔
の表面を、実質的に同時に流体と接触させることにより、所望の有益効果を提供する。
【００７２】
　別の実施形態では、一方又は双方のマニホールドを通じて、流体を同時に供給して、Ｌ
ＣＣ　１５４をあふれさせ、一定期間歯を浸漬して、次いで設定期間の後に、一方又は双
方のマニホールドを通じて、ＬＣＣ　１５４から排出させることが好ましい場合がある。
ここで、洗浄液又は処理液は圧力により、第１ポート１４２を通じて第１マニホールド１
４６に、第２ポート１４４を通じて第２マニホールド１４８に入り、その後、内側前方壁
部噴出スロット１３２及び内側後方壁部噴出スロット１３４を通じて同時にＬＣＣ　１５
４に入る。ＬＣＣ　１５４を空にするため、第１ポート１４２を通じて第１マニホールド
１４６に、第２ポート１４４を通じて第２マニホールド１４８に、真空が同時に引かれる
。洗浄又は処理液は、内側前方壁部噴出スロット１３２及び内側後方壁部噴出スロット１
３４を通じて、第１マニホールド１４６及び第２マニホールド１４８に引き込まれる。
【００７３】
　第１マニホールド１４６及び第２マニホールド１４８に、異なる流体組成物を供給する
ことも可能である。改善された洗浄有効性又は処理効果のために、異なる流体組成物が、
その後、ＬＣＣ内で混合され得る。
【００７４】
　図６は、本発明による適用トレー１１００の第２実施形態の、上面後方斜視図である。
図７は、図６の適用トレー１１００の上面前方斜視図であり、図８は、図６の適用トレー
の平面図である。図面は適用トレー１１００を示し、上部１１０２、底部１１０４、第１
部分１１４２、第２部分１１４４、及び上記適用トレーの前部に固定して取り付けられた
支持プレート１１０８を有する。第１部分１１４２及び第２部分１１４４は、適用トレー
１１００に入り、支持プレート１１０８を通じて延びる。
【００７５】
　任意の急速脱着構造、例えば、返し部１１１０が、支持プレート１１０８に取り付けら
れ、適用トレーに流体を提供するための手段に、適用トレー１１００を、急速かつ容易に
取り付けて、次いで分離することを可能にする。ハウジングは、このような急速脱着返し
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部又は同様の急速脱着構造を取り付け可能な係合により受容するための効果的な構造を含
み、これは適用トレーをハウジングに取り外し可能に接続する。使用された若しくは着用
された適用トレーを置換するため、又は別のユーザーのために適用トレーを交換するため
に、急速脱着オプションは使用され得る。いくつかの実施形態において単一のユーザーが
、異なるオプションの流れ特性、例えば、洗浄ノズルの数、ノズル速度、スプレーパター
ン、及び位置、適用範囲など、を変更するために、適用トレーを交換してもよい。
【００７６】
　図６～９は、ユーザーの上下の歯、及び／又は歯肉領域が、実質的に同時に流体と接触
する、適用トレー１１００の実施形態を示す。他の実施形態では、適用トレー１１００は
、ユーザーの上の歯若しくは下の歯、又は歯肉領域のみを、流体と接触させるように設計
することができる点を理解するべきである。
【００７７】
　上部１１０２は、前方流体ルーメン１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、及び１１０
２ｄ、後方流体ルーメン１１０２ｅ、１１０２ｆ、及び１１０２ｇ、第１マニホールド１
１４６、第２マニホールド１１４８、基底膜１１５６、並びに後方歯肉封止膜１１５８を
有する。前方流体ルーメン１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、及び１１０２ｄは、全
て、第１マニホールド１１４６によって接続され、任意に（図１６～１９に示すように）
、それらの長さの全て又は一部に沿って互いに接続される。同様に、後方流体ルーメン１
１０２ｅ、１１０２ｆ、及び１１０２ｇは、全て、第２マニホールド１１４８によって接
続され、任意に、これらの長さの全て又は一部に沿って互いに接続される。
【００７８】
　底部１１０４は、上部１１０２の鏡像であってもよく、前方流体ルーメン１１０４ａ、
１１０４ｂ、１１０４ｃ、及び１１０４ｄ、後方流体ルーメン１１０４ｅ、１１０４ｆ、
及び１１０４ｇ、第１マニホールド１１４６、第２マニホールド１１４８、基底膜１１５
６、並びに後方歯肉封止膜１１５８を有する。前方流体ルーメン１１０４ａ、１１０４ｂ
、１１０４ｃ、及び１１０４ｄは、全て、第１マニホールド１１４６によって接続され、
任意に（図６～９に示すように）、それらの長さの全て又は一部に沿って互いに接続され
る。同様に、後方流体ルーメン１１０４ｅ、１１０４ｆ、及び１１０４ｇは、全て、第２
マニホールド１１４８によって接続され、任意に、これらの長さの全て又は一部に沿って
互いに接続される。
【００７９】
　図６及び図７は、４つの前方流体ルーメン（１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、及
び１１０２ｄ）及び３つの後方流体ルーメン（１１０２ｅ、１１０２ｆ、及び１１０２ｇ
）を有する上部１１０２を示すが、上部１１０２はまた、２つ、３つ、５つ、６つ、又は
更に７つの、前方流体ルーメン又は後方流体ルーメンで形成することもできる。同様に、
底部１１０４は４つの前方流体ルーメン（１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ、及び１
１０４ｄ）及び３つの後方流体ルーメン（１１０４ｅ、１１０４ｆ、及び１１０４ｇ）を
有するものとして示され、底部１１０４はまた、２つ、３つ、５つ、６つ、又は更に７つ
の前方流体ルーメン又は後方流体ルーメンで形成され得る。
【００８０】
　上記の流体接触チャンバ（ＬＣＣ）１１５４ａは、前方流体ルーメン（１１０２ａ、１
１０２ｂ、１１０２ｃ、及び１１０２ｄ）、後方流体ルーメン（１１０２ｅ、１１０２ｆ
、及び１１０２ｇ）、基底膜１１５６、及び後方歯肉封止膜１１５８によって画定される
上部１１０２に位置する。図示されないが、底部１１０４はまた、前方流体ルーメン（１
１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ、及び１１０４ｄ）、後方流体ルーメン（１１０４ｅ
、１１０４ｆ、及び１１０４ｇ）、基底膜１１５６、及び後方歯肉封止膜１１５８によっ
て画定されるＬＣＣ　１１５４ｂを有する。
【００８１】
　複数ルーメン設計は、流れ及び真空のための双方向又は専用ルーメンを提供し、これら
は自己強化性であり、したがって使用中に真空下で崩壊するか、又は圧力下で破裂せず、
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構造的一体性を最大化する一方で、挿入中、使用中、及び除去の際にユーザーの快適性の
ために、全体的な適用トレー１１００の大きさを最小化する。この低減した大きさはまた
、口腔内の適用トレーの向上した効果的な封止を提供する。
【００８２】
　複数のルーメン（１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、１１０２ｄ、１１０２ｅ、１
１０２ｆ、１１０２ｇ、１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ、１１０４ｄ、１１０４ｅ
、１１０４ｆ、及び１１０４ｇ）が、上述のように接続される場合には、それらのルーメ
ンは、ルーメンヒンジ区分（図７の１１０３）を形成する。これは、各ルーメンの間のル
ーメンヒンジ区分１１０３の柔軟性のために、Ｘ、Ｙ及びＺ方向への適合性を提供する複
数ルーメン設計を生じ得る。この設計は、多種多様なユーザーの歯及び歯肉のトポグラフ
ィーに対する、有効かつ実行可能な適合性を可能にし、歯肉を刺激することなく、有効な
歯肉封止を提供し、近接及び歯間の洗浄作用を獲得するための、それぞれの歯の周囲での
流体洗浄噴出口の動的な位置決めを可能にする。複数のルーメンがまた、第１マニホール
ド１１４６及び第２マニホールド１１４８に取り付けられる。これは、生じ得る異なる咬
合に適応するため、更なる２段階の動きを提供する、二次可撓性関節部を形成する。
【００８３】
　後方歯肉封止膜１１５８は、可撓性及び自在封止機構を提供し、口腔内への漏れを最小
化する一方で、流れを歯の上及び周囲に向け直し、届きにくい場所（ＨＴＲＰ）に達する
処理／洗浄領域を最大化する。膜は歯及び歯肉の周囲に形成するために、ルーメン長手方
向軸にわたり弾性機能を提供し得る。
【００８４】
　基底膜１１５６は、口腔内の効果的なフィット又は封止に必要とされる可撓性を提供し
、噴出口が歯及び／又は歯肉表面に戻るように向け直され、流れることを可能にする。
【００８５】
　任意に、適用トレー１１００はまた、必要に応じて歯肉封止構成要素を含む場合があり
、これは前方流体ルーメン１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０４ａ、及び１１０４ｂ、並び
に後方流体ルーメン１１０２ｅ及び１１０４ｅ（歯から最も遠い部材）に取り付けられ得
る。
【００８６】
　任意に、フィラメントタフトなどの摩擦要素はまた、顕著に適用トレー１１００の大き
さを増加させるか、又はユーザーの快適性若しくは適用トレー１１００内の流体流に影響
することなく、ルーメンヒンジ区分１１０３のいずれかを通じて配置又は固定され得る。
【００８７】
　内側前方壁部噴出スロット１１３２は、上部１１０２及び底部１１０４の内側前方壁部
上に位置し、一方で内側後方壁部噴出スロット１１３４は、上部１１０２及び下部１１０
４の内側後方壁部上に位置する。１つの内側前方壁部噴出スロット１１３２及び内側後方
壁部噴出スロット１１３４が図１３～１６に示されるが、内側前方壁部噴出スロット１１
３２及び内側後方壁部噴出スロット１１３４の数、形状及び大きさは、歯及び歯肉の洗浄
に影響し、洗浄液の噴出口を様々なスプレーパターンに方向付けるように設計され得る。
図１６～図１９に示される内側前方壁部噴出スロット１１３２及び内側後方壁部噴出スロ
ット１１３４は、噴出スロット構成の一実施形態にすぎない。
【００８８】
　図６及び図７は、ユーザーの上下の歯、及び／又は歯肉領域の表面が、実質的に同時に
流体と接触して、所望の有益効果を提供する、適用トレー１１００の実施形態を示す。他
の実施形態において、適用トレー１１００は、ユーザーの上の歯若しくは下の歯及び／又
は歯肉領域とのみ接触するように設計され得ることが理解されるべきである。
【００８９】
　図９は、図６の適用トレー１１００の切り欠き図である。図はマニホールド１１４６及
び第２マニホールド１１４８を示す。洗浄動作の一実施形態では、洗浄液は、第１ポート
１１４２を通ってポンプ圧送され、第１分流器１１４３を通過して、第１マニホールド１
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１４６に入る。流体は、前方流体ルーメンポート１１４７を通じて、前方流体ルーメン１
１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、１１０２ｄ、１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ
及び１１０４ｄに入る。洗浄液は、次いで、内側前方壁部噴出スロット１１３２を通って
、ＬＣＣ　１１５４ａ及びＬＣＣ　１１５４ｂに入る。真空が第２ポート１１４４上で引
かれ、内側後方壁部噴出スロット１１３４を通じて、後方流体ルーメン１１０２ｅ、１１
０２ｆ、１１０２ｇ、１１０４ｅ、１１０４ｆ、及び１１０４ｇ内に洗浄液を引く。流体
は、後方流体ルーメンポート１１４９を通じて第２マニホールド１１４８に入り、次に第
２分流器１１４５を通じ、最終的には第２ポート１１４４に入る。
【００９０】
　この実施形態では、洗浄液噴出口は、最初に、ＬＣＣの一方の側から、第１マニホール
ド１１４６から歯及び／又は歯肉領域の前方表面に方向付けられ、ＬＣＣの他方の側から
第２マニホールド１１４８内へと、歯及び／又は歯肉領域の表面を通過して、表面の間、
及び表面の周囲に方向付けられて、制御された、歯間、歯肉線、表面及び／又は歯肉領域
の、洗浄若しくは処理を提供する。
【００９１】
　次に、マニホールド内の流れが逆転される。洗浄液は、第２ポート１１４４を通ってポ
ンプ圧送され、第２分流器１１４５を通過して、第２マニホールド１１４８に入る。流体
は、後方流体ルーメンポート１１４９を通じて後方流体ルーメン１１０２ｅ、１１０２ｆ
、１１０２ｇ、１１０４ｅ、１１０４ｆ、及び１１０４ｇに入る。洗浄液は、次いで、内
側後方壁部噴出スロット１１３４を通って、ＬＣＣ　１１５４ａ及びＬＣＣ　１１５４ｂ
に入る。真空が第１ポート１１４２に引かれ、内側前方壁部噴出スロット１１３２を通じ
て、前方流体ルーメン１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、１１０２ｄ、１１０４ａ、
１１０４ｂ、１１０４ｃ及び１１０４ｄに洗浄液を引き込む。流体は、前方流体ルーメン
ポート１１４７を通って第１マニホールド１１４６に入り、次いで、第１分流器１１４３
を通過して、最終的に、第１ポート１１４２内に入る。
【００９２】
　この実施形態の第２部分では、洗浄液噴出口は、歯及び／又は歯肉領域の後方表面上に
方向付けられ、歯及び／又は歯肉領域の表面を通過して、表面の間、及び表面の周囲に方
向付けられる。数多くの周期にわたる、この圧力／真空の交互性は、乱流の、反復可能な
可逆の流れを作り出し、口腔の複数の表面の周りに流体の往復運動を提供し、口腔の表面
を、実質的に同時に流体と接触させることにより、所望の有益効果を提供する。
【００９３】
　別の実施形態において、一方又は双方のマニホールドを通じて流体を同時に供給し、Ｌ
ＣＣ　１１５４ａ及び１１５４ｂをあふれさせ、一定時間歯を浸漬して、次いで設定時間
の後に、一方又は双方のマニホールドを通じてＬＣＣから排出されることが好ましい場合
がある。ここで、洗浄又は処理液は、第１ポート１１４２を通じて第１分流器１１４３を
介して第１マニホールド１１４６に、及び第２ポート１１４４を通じて第２分流器１１４
５を介して第２マニホールド１１４８に同時にポンプ移送される。流体はその後、前方流
体ルーメンポート１１４７を通じて前方流体ルーメン１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２
ｃ、１１０２ｄ、１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ及び１１０４ｄに、後方流体ルー
メンポート１１４９を通じて後方流体ルーメン１１０２ｅ、１１０２ｆ、１１０２ｇ、１
１０４ｅ、１１０４ｆ、及び１１０４ｇに、同時に入る。洗浄液は、次いで、内側前方壁
部噴出スロット１１３２及び内側後方壁部噴出スロット１１３４を通って、ＬＣＣ　１１
５４ａ及びＬＣＣ　１１５４ｂに入る。ＬＣＣを空にするため、第１ポート１１４２を通
じて第１マニホールド１１４６に、及び第２ポート１１４４を通じて第２マニホールド１
１４８に、真空が同時に引かれる。洗浄又は処理液は、内側前方壁部噴出スロット１１３
２及び内側後方壁部噴出スロット１１３４を通じて、第１マニホールド１４６及び第２マ
ニホールド１４８に引かれる。
【００９４】
　第１マニホールド１１４６及び第２マニホールド１１４８に、異なる流体組成物を供給
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することも可能である。改善された洗浄有効性又は処理効果のために、異なる流体組成物
が、その後ＬＣＣ内で混合される。デュアルマニホールド設計においては、各マニホール
ドに別個の流体供給リザーバから供給することが好ましい場合があり（例えば、複動ピス
トンポンプ構成）、一方の供給ラインが第１マニホールド１１４６に供給するように接続
し、他方のピストン供給ラインが第２マニホールド１１４８に流体を供給し、ここから取
り除く（例えば、一方のマニホールドが流体を供給され、第２マニホールドが流体を取り
除く、及びその逆）。
【００９５】
　他の実施形態では、前方流体ルーメン１１０２ａ、１１０２ｂ、１１０２ｃ、１１０２
ｄ、１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ及び１１０４ｄの、前方流体ルーメンポート１
１４７に、あるいは後方流体ルーメン１１０２ｅ、１１０２ｆ、１１０２ｇ、１１０４ｅ
、１１０４ｆ、及び１１０４ｇの、後方流体ルーメンポート１１４９に弁を定置して、ル
ーメンが、異なる時間に（洗浄／処理周期中の異なる時点で）、パルス間隔で関与するこ
とを可能にすることによって、改善された機能を提供することができる。例として、一実
施形態において、全てのルーメンが流体ポンプ／真空機能と関わらない。主に歯肉と係合
する、前方流体ルーメン１１０２ａ及び１１０４ａ、並びに後方流体ルーメン１１０２ｅ
及び１１０４ｅは、流体真空機能とのみ関わる。これは、流体の口腔内への漏れを防ぐた
めに役立つ。弁はまた、可変の流れを可能にし、流体真空機能に対するより低い抵抗を可
能にし、流体供給中においてポンプ移送を増し、それにより流体速度の増加を可能にする
。
【００９６】
　更に他の実施形態において、個別の内側前方壁部噴出スロット１１３２又は内側後方壁
部噴出スロット１１３４は、ダックビル弁又は傘状弁などの一体化された一方向弁を有し
てもよく、これらの特定の噴出口からの一方向のみの流れを可能にする。これは、ＬＣＣ
内の圧力／供給に対して真空を増加させるために有効であり得る。
【００９７】
　一部の実施形態において、上記の摩擦要素の歯に対する移動は、流体（噴出スロット又
は乱流による）、可撓性適用トレー１１００の脈動による膜の移動、摩擦要素を振動させ
るための外部振動機構、ユーザーの顎の動き又は外部駆動手段による歯の周囲の適用トレ
ー１１００の線形又は回転移動が挙げられるが、これらに限定されない単一又は組み合わ
せた機構によって適用され得る。
【００９８】
　他の実施形態において、ゲルなどの柔軟性のある基材が、後方歯肉封止膜１１５８の近
位に配置されてもよく、適用トレー１１００が、口の奥に快適にフィットすることを可能
にする。あるいは、適用トレー１１００の端部は、マウスピースの長さを各個別のユーザ
ーのための適切な長さに延長又は減少させるための機構又は取り付け部材を有してもよく
、セミカスタムフィットを提供する。
【００９９】
　複数ルーメン設計の製造は、押出成形、射出成型、真空、吹込み、又は圧縮成形などの
既存の利用可能な製造及び組み立てプロセスを利用して実行可能である。他の実行可能な
技術としては、急速原型製造技術、例えば、３Ｄ印刷及び他の加法技術加えて減法技術が
挙げられる。
【０１００】
　適用トレーは、各個別のユーザーのためにカスタム製造されてもよく、又は個別のユー
ザーによって使用前にカスタム可能であってもよい。適用トレーのカスタム製造のために
、真空成形型がユーザーの歯及び歯肉印象から直接又は間接的に作製されてもよく、これ
は歯の模型を形成し、次に必要なクリアランス及び流路を形成するために修正され得る。
これらの真空成型型は、ＣＡＤ及び急速原型製造プロセスを使用して低費用で作製するこ
とができる。
【０１０１】
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　１つの作製方法は、真空成型を通じて個別の構成要素シェルを作製することである。低
費用の方法により、非常に薄い壁部構造の真空成型が可能である。構成要素の形状は、適
用トレーの大きさの最小化を可能にする連結機構及び構造的形状を提供するように設計さ
れる。組み立てられるとき、製造された構成要素は、必要なマニホールド及び流れ構造（
双方向及び／又は専用マニホールド）を形成し、歯を処理／洗浄するために必要な性能特
性を提供する。
【０１０２】
　カスタマイズされたマウスピースは、ユーザーの歯の形状に基づいており、したがって
マウスピースと歯との間の一定の距離を生成し、より一定した洗浄／処理経験を提供し得
る。二部分シェルのそれぞれの材料は異なってもよく、したがって、これが歯／歯肉と接
触する部分における柔軟な材料（内部シェル上）、及び外部シェル上における、剛性及び
全体形状を維持するためのより硬い材料を可能にする。
【０１０３】
　カスタマイズ可能な適用トレーにおいて、予備製造されたマニホールド、ノズル及びチ
ャネルを含むトレー予備成形品（スポーツガード又は歯ぎしり装具と同様）は大量生産さ
れる。トレー予備成形品は、吹込み成形、真空成型、射出成型及び／又は圧縮成形が挙げ
られるが、これらに限定されない様々な既知の製造技術によって製作され得る。予備成形
品に使用される材料は、低温で変形可能なプラスチック材料である。予備成形品は、必要
なクリアランス、洗浄及び／又は処理性能を提供するために、歯の上に適用される必要な
スペーサーと共に使用される。一度クリアランス構成要素が歯に適用されると、柔軟にす
るために予備成形品は電子レンジによって又は熱湯の中に配置することによって加熱され
る。柔軟な予備成形品は、ユーザーの歯及び歯肉領域上に適用されて、カスタマイズされ
た適用トレーを生じる。
【０１０４】
　適用トレーは、適用中及び使用中の、位置付け、快適性及び性能を最大化するための弾
性適合性を可能にするため、圧迫機構と一体化され得る。例えば、ばね様要素、例えば、
シム（shins）、クリップ及び弾性バンドが、歯肉上及び歯肉に対するフィットを提供し
得る。
【０１０５】
　ＭＰルーメンの材料は、より低いジュロ硬度の可撓性材料（２５ショアＡ）から、より
硬い材料より剛性の材料（９０ショアＡ）の範囲であり得、好ましくは３０～７０ショア
Ａである。
【０１０６】
　材料は、所望の設計及び性能属性を達成するため、シリコーン、熱可塑性エラストマー
（ＴＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、ポリウレタン（ＰＵ）、又は多
成分（材料及び硬度の組み合わせ）であり得る。
【０１０７】
　噴出開口部又はスロットは、穴あけ又は穿孔などの二次操作によって作製され得るか又
は成形中に形成され得る。あるいは、噴出開口部又はスロットは適用トレーに挿入されて
、増加した耐摩耗性及び又は異なる噴出性能特性を提供する場合があり、摩擦洗浄要素又
は他の構成要素と組み合わされて洗浄及び／又は処理効果を向上させ得る。
【０１０８】
　歯肉封止
　この歯肉封止は、洗浄処理チャンバ（ＣＴＣ）の底部部分を形成し、歯肉縁下ポケット
を含めた、歯肉領域を洗浄するような方法で、歯肉組織と接触する。一実施形態では、こ
の歯肉封止は、口腔及び歯に対するマウスピースの位置決めを提供し、動作中の最小限の
／許容可能な漏出を伴う、比較的隔離された環境を作り出す一方で、嘔吐要因を最小限に
抑え、ユーザーに対する不快感を和らげるように設計される。一実施形態では、歯肉封止
は、エラストマー材量の、歯肉との摩擦係合及び圧縮によって作り出される。この封止は
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、内部の流体の排出中、並びに洗浄及び処理周期中に、強化される。この封止はまた、マ
ニホールド及びＣＴＣ膜の取り付け並びに組み立てのための、二次機構としても機能する
。歯肉又は歯茎の封止のサイズ及び形状は、好ましくは、３つの基本的なサイズ（小、中
、及び大）を利用するが、快適性及び洗浄／処理の有効性のために、ユーザーの必要に応
じて、種々のレベルのカスタマイズを可能にするように設計される。これらのサイズは、
マニホールド及びＣＴＣ膜の構成要素の、３つの基本的なサイズと組み合わせられる。
【０１０９】
　歯肉封止を得るための代替的実施形態としては、以下のものが挙げられ、互いに組み合
わせて、又は上記の実施形態と共に使用することができる。
【０１１０】
　・実施形態＃１：マウスピースを、口腔内部で、歯肉上に位置決めする。軽度の咬合圧
が、咬合スタンドオフ／位置決めブロックに対して加えられると、封止及び位置が、歯及
び歯肉に対して固定される。マウスピースは、単一の材料から、あるいは異なる硬度及び
弾性の材料の組み合わせから作製される。好ましい実施形態では、この「Ｈ」形状のマウ
スピースは、「Ｈ」の脚部のそれぞれの末端部に、柔軟な弾性ガスケット様の材料（独立
気泡シリコーン、ゲル充填封止など）を有する、可撓性の壁部（「Ｈ」の垂直縁部）を有
する。「Ｈ」の水平パッドは、歯及び歯肉に対して、Ｘ、Ｙ、及び／又はＺの場所で、マ
ウスピースを位置決めするための、咬合ブロック／スタンドオフを含む。マウスピースが
口腔内で位置決めされた後、この咬合ブロックと係合するための上下の顎の閉鎖により、
マウスピースの、口腔に対する確実かつ堅固な位置決めが提供され、その一方で、ガスケ
ット様の材料と歯肉材料との干渉が提供され、動作の持続時間の間の、洗浄、処理、及び
／又は診断の空洞の、有効な封止並びに形成が提供される。
【０１１１】
　・実施形態＃２：マウスピースに力を加えて、側壁部の内側方向への移動を生じさせ、
歯肉組織に対して、柔軟な弾性縁部を封止する。実施形態＃１で説明されるものと同様の
マウスピースはまた、封止の係合を改善するための、能動的係止機構も含む。この機構の
１つの可能な実行は、本装置が係合されない場合に、中空の区分が、水平の脚部分の内部
、及びマウスピースの上方区分と下方区分との間の、一部若しくは全てのスタンドオフの
間に設計されることを必要とする。マウスピースを口腔内に定置した後、ユーザーが、中
空区分を噛み締めて圧縮すると、その中空区分が圧壊することにより、全ての咬合ブロッ
クが接触する。このことは一方で、外側壁部（垂直の脚の部分）を、歯肉組織に向けて内
側方向に折り曲げる。これらの壁部に取り付けられた弾性ガスケットが、歯肉に対して係
合して圧縮し、封止と、上下の歯を取り囲む、洗浄、診断、及び／又は処理チャンバと、
を作り出す。
【０１１２】
　・実施形態＃３：マウスピースを口腔内に位置決めする際に、空気圧袋が膨張又は加圧
され、歯肉と共に、封止及び空洞を作り出す。実施形態＃１で説明されるものと同様のマ
ウスピースはまた、マウスピース内部での袋の膨張を通じて、能動的封止を提供すること
もできる。この空気はまた、歯／空洞の洗浄及び／又は乾燥のために、並びに／あるいは
処理、洗浄及び／又は診断に関する、処理（気体及び／又は気体中に混入される粒子）を
提供するために、その後、利用することもできる。
【０１１３】
　・実施形態＃４：マウスピースを口腔内に位置決めする際に、水圧袋が膨張又は加圧さ
れ、歯肉と共に、封止及び空洞を作り出す。実施形態＃１で説明されるものと同様のマウ
スピースはまた、マウスピース内部での袋の加圧を通じて、能動的封止を提供することも
できる。この流体組成物はまた、洗浄、処理、又は診断に関する、気体又は混入粒子の有
無に関わりなく、歯及び／又は歯肉組織を、洗浄及び／又は処理するために、その後、利
用することもできる。
【０１１４】
　・実施形態＃５：マウスピースを口腔内に位置決めした後、歯肉の周囲を封止する材料
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の拡張の有無に関わりなく、流体の吸収（ヒドロゲルを利用するなど）による、歯肉と係
合する材料の順応性の変化を通じて、封止を作り出す。
【０１１５】
　・実施形態＃６：マウスピースを口腔内に位置決めした後、マウスピース内に埋め込ま
れたニチノールワイヤー又は他の形状記憶材料が、口腔内の体温の変化により、側壁部を
歯肉に係合させて、歯肉と共に、正の封止を作り出す。
【０１１６】
　・実施形態＃１０：マウスピース領域内に、泡様の材料を、最初に、あるいは毎回の使
用中に押し出して、マウスピースの封止並びにその後の洗浄、処理、及び診断の空洞を作
り出す。
【０１１７】
　・実施形態＃１１：使い捨て又は溶解可能な挿入具を提供して、マウスピースの複数回
又は毎回の使用のための、歯肉組織への封止を提供する。
【０１１８】
　・実施形態＃１２：歯肉封止接触表面上に、唾液又は水で活性化させることができる接
着剤を含有させる。接着剤は、潜在的な封止の改善を提供し、製剤に応じて、単一の使用
又は複数回の使用に適用することができる。封止システムは、論じられる他の封止システ
ムの任意の組み合わせと共に使用することができる。
【０１１９】
　・実施形態＃１３：封止接触領域（吸着カップ）内に、係合中のこの領域内での真空の
生成を通じて、吸着のような効果を作り出す、接触領域上の材料と境界面での形状との組
み合わせを通じて、歯肉の封止を作り出す。
【０１２０】
　・実施形態＃１４：歯肉に対して定置及び位置決めすることができ、次いで、ユーザー
に関する永久歪みを呈する、変型可能材料を利用することによって、歯肉封止領域を作製
し、ユーザーの口に合わせてカスタマイズすることができる。この歯肉封止領域は、煮沸
して、口内に定置し、顎の閉鎖及び／又は同様の方法によって歯肉に対して押し付け、次
いで、口腔から取り外すことを通じて（マウスガードと同様に）、作り出すことができる
。封止材料が冷却すると、その封止材料は、永久歪みを呈する。
【０１２１】
　・実施形態＃１５：汎用的又は半汎用的な袋を取得して、所望の歯肉封止接触領域に極
めて近接させて、口腔内に定置することによって、歯肉封止領域を作り出すことができる
。次いで、この袋を充填して、歯肉に対して係合及び適合するように、方向付けて支持す
ることができる。充填材料は、カスタマイズされた封止形態を提供して、次いで、この特
定ユーザーによって再使用可能となるように固化する、速硬性材料である。この袋は、Ｔ
ＰＥ及び／又は薄いシリコーンベースの材料とすることができ、充填材料は、ＲＴＶ、エ
ポキシ、ポリウレタン、又は硬化若しくは固化すると、剛性、半剛性、若しくは可撓性の
永久歪みを提供する、同様の材料とすることができる。
【０１２２】
　構成要素
　本システムの全体は、本質的にモジュラー式であるため、個別の構成要素は、ユーザー
によって容易に交換することができる。交換の理由としては、磨耗、機能不全、及び生物
学的危害が挙げられるが、これらに限定されない。一部の構成要素はまた、本来、使い捨
て及び交換可能（再充填カートリッジなど）であることにより、モジュラー式であり、ユ
ーザーによって容易に交換することもできる。
【０１２３】
　ポンプシステム
　好ましい実施形態では、流体は、動力ポンプを介して、マウスピースのハンドル又は基
部ステーション内のリザーバから供給することができる。このポンプは、論理システム（
人工知能、すなわち、ＡＩ）からの入力に応答して、圧力、周期時間（各段階及びプロセ
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ス全体に関して）、往復運動要件及び／又はタイミング、流れの方向、流体の速度／圧力
、パージの仕様などを変更することが可能な場合がある。このポンプは、ピストンポンプ
、無弁回転ピストンポンプ、隔膜ポンプ、蠕動ポンプ、歯車ポンプ、回転ポンプ、複動ピ
ストンポンプ、ベーンポンプなどとすることができる。給気気圧シリンダー又は空気圧縮
機もまた、代替的実施形態として、本システムを駆動することができる。プロセス全体に
関する周期時間、個別段階に関する周期時間、及びその周期の各段階に関する流速は、可
変とすることができ、各個別ユーザー／曜日／口腔の健康状態に対して、潜在的にカスタ
マイズすることができる。特定のユーザー及び特定の処理要件に応じて、本システムの種
々の提供での、１行程当り又は一定期間にわたって供給される、流体の体積を変化させる
こともまた可能である。ポンプシステムは、ハンドピース内に、又は基部ステーション内
に存在し得る。ピストンポンプの１行程当りの流体の体積は、マウスピース内の流体の脈
動の効果を生じさせるために、比較的大きくすることができる。代替的実施形態は、低い
脈動を有するか又は脈動を有さない、一定の流量を提供する、ポンプを有する。好ましい
実施形態では、前進行程が、特定のノズルを通じて、マウスピースに流体を供給し、戻り
行程が、真空を作り出し、マウスピース内の特定のノズルを通じて、流体を吸引してポン
プへと戻す。マウスピースとの間で往復する流体の方向は、回転無弁ポンプ内のモーター
、方向弁、又は他の手段の方向を変化させることによって、反転させることができる。こ
の流体駆動システムは、マウスピースが適切に挿入され、歯肉に対して封止されるまで、
開始することはない。このシステムは、マウスピースが口から取り出される（歯肉に対す
る封止が中断される）と、分配を自動的に停止して、口から残留液を除去することができ
る。このことにより、ユーザーは、洗浄／処理製剤中の活性成分の濃度を増大させること
が可能になる。このシステムは、マウスピースが歯肉に対して封止するまで、開始するこ
とはない。一実施形態では、ポンプシステムは、ハンドピース内に完全に収容され、別の
実施形態では、ポンプシステムは、基部ステーション内に収納される。
【０１２４】
　弁／流体制御＆流体流入口／流出口
　マウスピースが１つの入口及び１つの出口を有する、マウスピースの実施形態を使用す
る場合には、マウスピースへの流れの方向を変化させることが望ましい場合がある。歯を
通過する流体流の方向は、マウスピースへの入口及び出口の流れの方向を変化させること
によって反転し、それゆえ、洗浄プロセスの有効性及び感覚的影響を増大させる。マウス
ピースは、歯の両側にノズルを有し得、一方の側の噴出口が加圧され、反対側が負の圧力
差で引き込む。このことにより、流体は、歯を「通過して」／歯の「間に」、押しやられ
る。次いで、各セットのノズル上で、流れが反転され、流体を、反対方向で歯に通過させ
て移動させる。次いで、この流体を前後に往復運動させることができる。流れの方向は、
回転無弁ポンプなどの、専用のポンプの方向を反転させることによって、反転及び／又は
往復運動させることができる。別の実施形態としては、限定するものではないが、可逆性
の逆止弁が挙げられ、この逆止弁の、ポンプに対する配向を反転させることにより、シス
テムの全体にわたって、流れの方向が反転される。別の実施形態としては、駆動時に、流
れの方向を反転させる、論理（ＡＩ）システムを有する制御（２）３方弁が挙げられる。
更なる実施形態は、ポンプからの１つの流入口と、ポンプへの戻りと、所望により流れ方
向を反転させることができる２つの出口と、を有する制御（１）４方弁に対する、論理（
ＡＩ）システムを有する。別の実施形態は、システムの流れを反転させるために、特定の
管に対して、ピンチ弁を使用して流れを遮断するように、配管を構成することを伴う。別
の実施形態としては、流体制御切り替えボックスの開発が挙げられるが、これは、ボック
スの一方の側上の２つの管を、ボックスの他方の側上の２つの管に接続する。１つの向き
では、流体流は、１つの共線の管から次の管へと、ボックスを直接横断して移動するが、
他の位置では、流体流が「Ｘ」の方向で移動することにより、流体流の方向は、切り替え
ボックス内で「交差」する。別の実施形態では、流れは、複動ピストンポンプを使用する
ことによって往復運動し、２つのピストンポンプヘッド部の間で、流れは常に、前後に往
復運動する。
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【０１２５】
　一実施形態では、流体制御システムは、ハンドピース内に完全に収容され、別の実施形
態では、流体制御システムは、基部ステーション内に収納される。本システム内で使用さ
れる配管は、加圧状態及び真空状態の双方に耐えなければならない。
【０１２６】
　個別のリザーバからの、１つ以上の種類の流体を、マウスピースを通じて、個別に、又
は組み合わせて供給することができる。任意の組み合わせ及び濃度の変動を使用すること
ができる。リザーバは、ハンドピース内に、又は基部ステーション内に存在し得る。
【０１２７】
　本システムは、手動及び／又は自動の空気パージ、並びに／あるいはシステムの圧縮性
を提供するための蓄圧器を含み得る。
【０１２８】
　インターフェース（電気的及び流体）
　ハンドピースは、基部ステーションとインターフェースする電気システム及び／又は情
報伝達システムを有し得る。このシステムとしては、再充電可能電池の充電、ユニット間
での診断情報の転送、ユニット間でのカスタムプロファイル情報の転送、及びユニット間
でのプログラム関連情報の転送が挙げられるが、これらに限定されない。情報は、無線（
ＲＦＩＤ、８０２．１１、赤外線など）で、又はハード接続を通じて転送することができ
る。この電気システムは、本システムの機能、開始、及び停止を、事前設定された判定基
準に基づいて制御するための論理を含む。この判定基準としては、マウスピースと歯肉と
の間に封止が作り出された後にのみ開始させること、適切に注入された流体システムを確
保すること、最低限の電池の充電レベルを確保すること、流体のレベルを特定の範囲内に
確保すること、などを挙げることができる。本装置の様々な構成要素と情報伝達すること
ができる論理システムが存在し得、その論理システムとしては、弁の順序付け、ピストン
の動き、またそれゆえ流体の動きを制御するためのアルゴリズム、消費者からの入力を受
け取るためのアルゴリズム、温度センサーからの入力を受け取るためのアルゴリズム、診
断入力を受け取るためのアルゴリズム、歯肉に対するマウスピースの封止の係合を検出す
るためのアルゴリズムなどを開始することが挙げられるが、これらに限定されない。この
論理システムは、入力に対する処理及び応答、並びに適切なデータの出力が可能でなけれ
ばならない。このシステムは、冗長回路機構を含み、フェイルセーフ設計を提供すること
ができる。
【０１２９】
　このシステムは、ライト、ディスプレイ、タッチスクリーン、録音メッセージ、振動、
音、臭気などのような、ユーザーへのフィードバックを提供するための手段を含み得る。
このシステムはまた、スイッチ、タッチスクリーン、ボタン、音声コマンドなどのような
、システムを操作してプロセス／設定を選択するための手段も有し得る。
【０１３０】
　このシステムは、使用の間隔時間、使用／周期の長さ、使用の総計、レジメンの詳細（
毎回の流体／処理の量及び時間）、特定のシステム構成要素を交換する時期などのような
統計を追跡するための手段を含み得る。このシステムは、磨耗、使い捨て、若しくは交換
可能な構成要素を、交換又は補充する時期を指示するための、ユーザーへのフィードバッ
クを提供することができる。
【０１３１】
　流体供給の方法が存在し、この方法は、流体リザーバ、ホース供給システムなどとする
ことができる。この流体供給は、基部ステーション内に配置され、ハンドピースが基部ス
テーション内に結合されると、ハンドピース内のリザーバに転送することができる。次い
で、流体は、洗浄プロセスの間、マウスピースを通じて供給され、供給及び／又は洗浄プ
ロセスの後、システムからパージすることができる。別の実施形態では、ハンドピースは
、流体接続手段で基部ステーションに接続され、流体は、基部ステーション内のリザーバ
から、ハンドピースを通って、マウスピースに直接供給される。
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【０１３２】
　処理溶液、洗浄溶液、診断溶液などを収容することができる、消耗カートリッジが存在
し得る。このカートリッジは、ユーザーによって容易に交換可能であるように、モジュラ
ー式の設計にすることができる。
【０１３３】
　このシステムは、歯の上の歯垢のレベルを検出する手段を含み得る。１つのそのような
検出の方法は、歯垢に固着することが判明しているフルオレセイン溶液で歯をコーティン
グして、そのフルオレセインでコーティングされた歯垢から放出される光波を、コーティ
ングされていない歯の領域から放出される光波と比較して監視することによるものである
。光波は、それぞれの領域によって異なるため、歯垢が、歯の上で、どの領域に、またど
の程度存在するかを識別することができる。視覚システムなどの、他の同様の歯垢検出の
方法もまた使用することができる。
【０１３４】
　洗浄／パージ／注入
　流体システムは、使い捨てカートリッジ、チャンバの再充填、基部ステーション内の主
リザーバへの、配管を使用したアクセス、又は流体転送の他の手段（重量式、手動ポンプ
、サイフォンポンプ、リザーバを充填／注入するための主ポンプ駆動又は二次システムの
使用など）で、注入することができる。流体リザーバは、種々の液体の組み合わせで充填
して、種々の流体濃度の、独特の組み合わせを作り出すことができる。別の実施形態では
、成分は、最初は流体以外の形態（ゲル、粉末、錠剤など）にすることができ、更なる処
理及び／又は洗浄の利益のための液体と組み合わせることができる。
【０１３５】
　ハンドピースは、洗浄プロセス中及び／又は洗浄プロセス後に、ユーザーによって単純
かつ容易に起動されるパージ設定を有する。これは、ハンドピースから流体及び廃棄物を
パージする、ユーザーによって押される単一ボタンなどの方法で達成することができる。
別の実施形態では、過剰な流体及び廃棄物は、ハンドピースから、基部ステーションの外
部の、若しくは基部ステーション内に結合される廃棄物リザーバ又は排水管へと転送され
る。汚染物質から構成要素を保護するための、濾過システムが存在し得る。更なる実施形
態では、ハンドピースは、使い捨ての廃棄物カートリッジを収容する。代替的実施形態で
は、マウスピースは、使用の合間に基部ステーション内で洗浄される。洗浄方法としては
、ＵＶ洗浄、アルコール浴、代替洗浄液浴、又は他の同様の方法が挙げられるが、これら
に限定されない。この流体洗浄浴は、マウスピース内及び／又はマウスピースの周囲で、
循環しても、あるいは循環しなくてもよい。
【０１３６】
　駆動システム
　流体システムは、リニアモーター、又は一連のリニアモーターによって駆動してよい。
本明細書で用いるとき、「リニアモーター」は、回転子と固定子との間の動きが電磁気力
により線形であり、歯車を介する代わりに、直接誘導によって直線状の推力をもたらすモ
ーターである。このことにより、流体システムのサイズを低減し、流体の真空を通じた、
流体供給の更なる制御が得られる可能性がある。このモーターは、並進運動方式で、上下
に直接ピストンを駆動することができる。
【０１３７】
　本装置の設計を最適化し、本装置のサイズを最小限に抑えるために、この直線駆動装置
の構成要素は、ポンプシステム内に統合することができる。ピストン自体に、磁石を組み
込むことができ、外側のピストンチャンバの壁部内、又は壁部の周囲にコイルを埋め込む
ことができる。あるいは、ピストン、及び／又はピストンに対する固定取り付け手段を、
移動部分とすることができ、磁石は、静止状態（すなわち、ピストンの壁部を取り囲むか
、又は壁部の内部）にすることができる。更には、真空ピストン及び供給ピストンの双方
が、互いに対抗して作用する埋め込み磁石を有して、ピストンの移動を生じさせるか、又
は補助することができる。
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【０１３８】
　モーターはまた、往復式流量制御装置の移動も駆動する。リニアモーターは、ゼネバ機
構のような運動転移などの、ラチェット方式又は歯車方式で、ＦＤＭを駆動することがで
きる。
【０１３９】
　一部の実施形態では、ポンプ圧送区分及び真空区分は、互いに直列方式に配向すること
ができる。あるいは、それらの区分は、互いに並列に配向することができる。それぞれの
配向は、コンパクト性に関して、異なる有利点を有する。ポンプ圧送区分及び真空区分は
、一体に接続されるか、あるいは、独立して動作することができ、周波数、及び／又は周
波数の一部の因子で同期される（すなわち、真空区分は、供給区分の容積測定の変位を有
するが、異なる速度で移動することができる）か、あるいは非同期的に動くことができる
。供給区分及び真空区分が、互いに直列方式に配向される場合には、それらの区分は、ロ
ッドを介して互いに接続することができる。このことにより、供給ピストン及び真空ピス
トンを同時に駆動することが可能になり、ポンプ圧送行程と真空行程との同期を確実にす
ることができる。
【０１４０】
　供給ピストンは、真空ピストンを駆動するものと同じロッドによって駆動することがで
きるが、そのピストンに取り付けられるスロットなどの、何らかの制動手段も有し、かつ
／又は一方を他方に対して遅延させることもできる。このことにより、駆動ピストン内の
追加の遊びが可能になり、真空行程を、供給行程の若干前に開始させ、供給行程の若干後
まで継続させる。このことは、装具から流体を除去する更なる機会を、真空行程に与える
ことができるが、これは、供給ピストンが一時停止している間にも、その装具が、依然と
して真空を作り出していることに加えて、口腔内への、重力及び装具の位置による漏出を
最小限に抑えているためである。
【０１４１】
　装置の動作中の、真空システム及び供給システムの順序及びタイミングを制御し、ユー
ザーの快適性、利便性、及び装置の洗浄有効性を改善できる。例えば、これら２つのシス
テム間の１つのタイミングの順序は以下のとおりとしてよい。装置は、最初、真空システ
ム及び供給システムの双方が係合解除の状態で設置される。口腔ケア洗浄及び／又は処理
のため、ユーザーによって装置が正しく配置される。ユーザーは、例えば、装置上のスタ
ートボタンを押して、洗浄／処理プロセスを開始する。このプロセスが開始されると、真
空システムを作動させるプログラムが起動する。供給システムは、一定時間、係合解除さ
れたままである。
【０１４２】
　この時間中、供給システムが係合されない（流体が口腔に適用されていない）場合、流
体接触チャンバ（ＬＣＣ）外部の口腔に対してＬＣＣ中に陰圧が生じ、可撓性適用トレー
又はマウスピースの形状が動的に変化して、ユーザーの歯及び歯肉への適合性を改善でき
、フィット、機能、及びユーザーの快適性が向上する。またこの陰圧により、流体供給が
始まると、真空ポート内へ流体が引き込まれるのを促進できる。歯肉にぴったりと一致す
るカスタム、剛性、又は半剛性マウスピースでは、真空を利用して、マウスピースは歯肉
に対して効果的な正の封止を作り出すことができる。
【０１４３】
　次に、事前設定した時間後、流体供給システムを自動的に作動させてよい。陰圧は形成
したマウスピースと共に、口腔内への全ての残留流体の漏れを最小化し、及び／又はその
改善された制御をもたらし、ＬＣＣから口腔内への流体漏出の影響を最小限に抑える。こ
のとき、真空システム及び供給システムの双方が平行して動作していてよい。また、真空
システムは様々な速度で稼働し、必要に応じて上昇させて十分な／標的とする真空をもた
らしてもよい。予めプログラムされた設定時間後、真空システムが係合したままで、流体
供給システムは自動的に係合解除されてよい。これにより、システムが、口腔内に漏出さ
れ得た流体を除去することを可能にする。また、ＬＣＣ及びマウスピースから残留流体を
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排出してもよい。
【０１４４】
　続いて、設定時間後、真空システムを係合解除してよく、また洗浄／処理周期を完了し
てよい。その後、ユーザーは、口腔からマウスピースを取り外すことができる。ＭＰから
の流体のたれ落ち、及び／又は口腔内への不必要な漏出を制御し、ユーザーに改善された
体験をもたらすことができる。
【０１４５】
　場合によっては、制御した量の流体を口腔内に供給することが望ましい場合がある。こ
れを達成するため、供給システムと真空システムとの間の制御された順序タイミングは、
以下の通りであってよい。上記洗浄及び／又は処理プロセスが完了すると、供給システム
が自動的に設定時間起動し、真空システムが係合解除されたままの状態で一定量の流体を
供給する。正の流圧により、流体はＬＣＣから口腔内へ漏出／流出する。必要量の流体が
口腔内に分配されると、供給システムを自動的又は手動的に係合解除できる。次に、真空
システムを自動的に分離して、ＬＣＣ及びマニホールドを空にしてよいが、このとき、後
続の口腔のリンス及び／又は処理のために口腔内に一定量の流体を残しておく。
【０１４６】
　所望される場合、信号を送るセンサーをマウスピース内に設置し、口腔内でのマウスピ
ースの正しい位置を確認できる。あるいは、センサーをハンドル上の位置（限定されない
が、マウスピースの真下など）に置くことができる。この場合、口腔内のマウスピースの
正しい配置と相関する顎及び／又は唇の近接によって、センサーを作動してよい。また、
使用周期の間、マウスピースが口から除かれたり、不適切な場所にあったりした場合、こ
のセンサーによってプログラム／ハードウェアに警告してもよい。このような変化によっ
て、供給が直ちに係合解除され、一方、真空システムの係合が維持又は開始されて、過剰
な流体を口腔及びマウスピースから除去する結果となり得る。
【０１４７】
　真空システム及び供給システムの順序タイミングシステムは、単一駆動（共有モーター
）及び多重駆動（個別モーター）システムの双方で機能できる。真空システム及び供給シ
ステムの双方が同じモーターで動く場合、様々な方法で、相対システムの係合タイミング
を達成できる。１つの方法は、真空及び供給ポンプシステムの一方又は双方において、ポ
ンプ駆動システムとモーターとの間にクラッチを提供することである。使用可能で当該技
術分野において既知の一般的なクラッチの種類は、遠心的、電子工学的、又は電磁気的な
ものである。クラッチは、供給システム、又は独立して真空システム（必須ではない）が
動作すると係合解除され、システムの一方又は双方が必要とされると係合される。
【０１４８】
　別の方法として、マウスピースの流入口又は流出口から、供給システム及び／又は真空
システムの流出口を別の経路に切り替える、つまりバイパスすることでもよい。これは、
駆動カム若しくは歯車システムにより、又は圧力リリーフバルブ（一定の相対圧力に達し
たときのみ作動する弁）により、又はこの双方の組み合わせにより機械的に作動する、弁
付きシステムによって実施され得る。また、ソレノイド又はモーター駆動弁システムを用
いて、電気的に作動させてもよい。
【０１４９】
　更に別の方法として、ポンプ機構中に機械的遅延を起こすことでもよい。これは、ピス
トンポンプの供給行程を、真空ピストン係合に対して遅らせることによって達成できる。
この例は、ピストンのシリンダーとの係合における摩擦成分が打ち勝つ前に、ピストンク
ランクに対して設定距離で供給ピストンを浮かし、その結果供給ピストンが移動し、流体
供給が作動するものである。この例では、真空ピストンはクランクアームと強固に連結で
き、クランクアームの移動に応じて直ちに開始される。真空及び供給の双方のクランクア
ームの移動は、モーターと確実に連携し、モーターの電源が入ると同時に移動を開始する
。しかしながら、内蔵ピストンの遅延により、供給ピストンは真空を遅らせることができ
、タイミング例で記載の様な利益をもたらす。
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【０１５０】
　真空及び供給ポンプシステムが別個の電源を有する場合、真空システム及び供給システ
ムを別々に制御し、上述の同期化タイミング利益をもたらすことができる。１つの設計で
は、ユーザーによってスタートボタンが作動されると、真空ユニットモーターが電子制御
を介して作動してよい。モーターは、設定した時間作動し、マウスピース内に陰圧を生じ
させる。このとき、供給システムモーターは、作動され得ない。設定時間後、供給モータ
ーも作動でき、供給ポンプシステムが駆動する。続いて、供給モーター及び真空モーター
が、設定時間同時に作動する。設定時間後、供給システムモーターの動作を停止でき、ポ
ンプ作用が止まる。設定時間、真空システムモーターは依然として係合したままであって
よく、口腔及びマウスピースを空にする。設定時間経過後、真空システムモーター及び関
連するポンプシステムも動作を停止でき、プロセスが完了する。ユーザーの口からマウス
ピースを外すことができ、結果として、たれ落ちや漏れが最小限となる。
【０１５１】
　また上記例は、回転ポンプ、隔膜ポンプ、＆蠕動ポンプが挙げられるが、これらに限定
されない、独立して駆動するポンプシステムの任意の数、又は組み合わせによって達成す
ることもできる。
【０１５２】
　真空ピストン及び供給ピストンは、装置の構成要素（モーター、弁、封止など）の早期
故障をもたらす恐れがある、あらゆる種類の部分的又は完全な閉塞を、いずれかが経験す
る場合に、リザーバ内に安全に液体を放出処分するための手段を有し得る。このことによ
り、安全かつ制御された動作が可能になり、主要な流れポートが損なわれている場合の過
剰圧力を防止して、有効性に関する反復可能な装置の性能を可能にする。環境に対してで
はなく、局部リザーバ内に放出処分することによって、装置の外側への漏出可能性が最小
限に抑えられる。
【０１５３】
　温度制御
　一実施形態では、流体の温度は、特定の範囲内に制御することができる。流体が過度に
冷たい場合には、その液体は、ユーザーの口内で、不快感及び刺激感応性を引き起こす恐
れがある。流体の温度が過度に高い場合には、その液体は、不快感、刺激感応性、及びユ
ーザーの口に対する損傷を引き起こす恐れがある。本システムは、流体の温度が特定の限
度を上回る場合には、実行しないことを確認することができる。温度が、特定の最小限度
よりも低い場合には、発熱体が、温度を上昇させることができる。本システムは、流体の
温度が特定の範囲内にない限りは、実行しないことを確認することができる。温度のフィ
ードバックは、サーミスタ、熱電対、ＩＲ、又は他の温度監視手段で提供することができ
るが、これらに限定されない。この情報は、論理（ＡＩ）システムにフィードバックする
ことができる。
【０１５４】
　駆動システムは、特定の温度範囲に流体を加熱するための手段を含み得る。流体は、本
システムの１つ以上の場所で、加熱することができる。流体を加熱する方法としては、誘
導素子、放射素子、セラミック素子、管状封止発熱体（例えば、ステンレス鋼又は黄銅で
作製された管の内部に封止される、絶縁結合剤（ＭｇＯ、アルミナ粉末）中のニッケルク
ロム線の微細コイル）、シリコーンヒーター、マイカヒーター、又は赤外線ヒーターが挙
げられるが、これらに限定されない。
【０１５５】
　流体分離
　装置の効率を最適化するために、空気／流体分離が必要である。空気は、真空システム
によって装置内に流体が分配されると引き込まれ、供給システムを通じてマウスピースに
再送される前に流体から分離されなければならない。システム内に存在する空気が多すぎ
る場合、ポンプシステムのプライミングが欠如する可能性がある。また、システム中の流
体に対する空気の圧縮率により、流体速度及びポンプ効率の低下が起こることもある。１
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回の洗浄行為に要する流体量を最小限にしようとすると、この問題がより深刻になり得る
。この流体量が少なくなると、空気を流体から分離できる時間が少なくなる。動作中、流
体に混入される空気量に対処し、制御するために、以下の方法及び手技の一部を単独で又
は組み合わせて、並びに当該技術分野において既知ではあるが本明細書では言及していな
い他の方法を利用し、装置寸法及び用いる流体量を最小限にしつつも、流体中空気含量の
制御において所望の結果を達成することができる。
【０１５６】
　場合によっては、洗浄液及び又は処理液は、消泡剤を含有する。これらの剤は、空気の
混入が起こるのを妨げることにより、泡が流体中に形成されるのを防ぐ。また、消泡剤を
用いて、泡が形成された場合に発泡（気泡）を壊してもよい。この目的で通常用いられる
剤の１つは、シメチコンとしても知られるポリ（ジメチルシロキサン）、二酸化ケイ素で
ある。シメチコンは、気泡の表面張力を低下させて、より大きい泡に集約し、流体からよ
り容易に除去すること／破裂させることができる。Ｌｉｓｔｅｒｉｎｅ　Ｃｏｏｌ　Ｍｉ
ｎｔマウスウォッシュに対するシメチコンの影響を、２００ｍＬのＬｉｓｔｅｒｉｎｅ　
Ｃｏｏｌ　Ｍｉｎｔマウスウォッシュで試験した。３００ｍＬ容の瓶２本に、マウスウォ
ッシュを入れた。１本の瓶では、２５０ｍｇのシメチコンをマウスウォッシュに加えた。
２本目の瓶には何も加えなかった（対照）。空気漏れがないように両方の瓶に蓋をしてし
っかりと締め、２００ｍＬのマウスウォッシュに対しておおよそ１００ｍＬの空気を捕捉
した。両方の瓶を激しく１０秒間振盪した。その結果、対照（マウスウォッシュのみ）を
振盪すると相当量の空気が混入され、振盪停止直後に測定したとき、おおよそ８０ｍＬの
体積の泡が形成された。比較して、シメチコン処理マウスウォッシュは、２ｍＬ未満の泡
が測定され、実質上泡形成がなかった。
【０１５７】
　シリコーン消泡添加剤も、処方中で泡の破壊に一般に用いられる。低粘度の流体は、典
型的に発泡に対する耐性が高い。なお、消泡（defoaming）剤及び消泡（antifoaming）剤
は、よく互換的に使用される。いくつかの現在知られている消泡剤は、油系、シリコーン
系、エチレンオキシド系、プロピレンオキシド系、ポリエチレングリコール及びポリプロ
ピレングリコールコポリマー（copolymes）、並びに／又はアルキルポリアクリレートを
含む消泡剤（defomers）であってよい。
【０１５８】
　また、装置における機械的気泡／泡破裂及び空気解放構造を用いて、流れ内の気泡を破
裂、解放させてもよい。機械的構造として、スクリーン及び流れバリアが挙げられるが、
これらに限定されない。
【０１５９】
　流体分離器とも呼ばれる遠心分離器、及び機械的分離器を用いて、装置中で泡を壊して
もよい。これらの装置は、遠心運動及び重力を利用して、空気から流体を追い出す。凝縮
物が、供給システムによってくみ取られるまで溜められる分離器の皿、つまりリザーバの
底に落ちるのに足る質量を獲得すると、回転によって、流体が遠心分離器の壁部に集めら
れる。このシステムは、サイクロン分離器又は液体サイクロンと記載されることもある。
【０１６０】
　また、空気を自由に通過させられるが流体流は通過させない通気性膜を用いて、装置内
で泡を壊してもよい。
【０１６１】
　一実施形態では、ハンドピースは、再充電可能な電池を有する内蔵型携帯ユニットであ
り、流体供給のためのモーター駆動ピストンポンプを有し、流体流を制御するための機構
を有し、特定の範囲内に温度を維持し、モジュラー式の設計であり、ユーザーの手に非常
に適したエルゴノミクスを有する。ハンドピースが、基部ステーション内にある場合、そ
のハンドピースは、電池を再充電し、基部ステーション内の液体リザーバからハンドピー
ス内の液体リザーバに再充填し、サンプル及び／又は診断情報を基部ステーションと交換
する。これはまた洗浄プロセスを経てもよい。
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【０１６２】
　図１０ａ～１０ｄは、本発明による歯洗浄システム２０００の実施形態の代表例を示す
。図は、歯洗浄システム２０００を示し、ハンドピース２２２０、基部ステーション２２
４０、及び基部ステーション流体リザーバ２２５０を示す。基部ステーション流体リザー
バ２２５０を使用して、ハンドピース２２２０内の流体リザーバを再充填する。適用トレ
ー２１００が、ハンドピース２２２０に取り付けられて示される。
【０１６３】
　この実施形態では、基部ステーション流体ポート２２４５は、洗浄液又は処理液が、基
部ステーション流体リザーバ２２５０から、ハンドピース２２２０内の流体リザーバへと
通過する、導管である。流体は、基部ステーション流体リザーバポート２２５５を通って
、基部ステーション流体リザーバ２２５０を出て、ハンドピースポート２２２５を通って
、ハンドピース２２２０内の流体リザーバに入る。
【０１６４】
　基部ステーション２２４０内にあるとき、ハンドピース２２２０の内部電池が再充電さ
れ、ハンドピース２２２０内の流体リザーバが、基部ステーション２２４０内の流体リザ
ーバから再充填される。ハンドピース２２２０内のあらゆる診断情報が、基部ステーショ
ン２２４０と交換される。ハンドピース２２２０はまた、洗浄プロセスを経ることもでき
る。
【０１６５】
　他の実施形態において、逆止弁を有するピストンポンプは、流体供給のために使用され
る。
【０１６６】
　更に他の実施形態において、回転ピストンポンプが流体供給のために使用される。ポン
プは当業者にとって既知であり、ピストンはこれが往復運動するとともに回転し、したが
って動作にいずれの弁も必要としない。駆動モーターの回転方向を反転させると、流体流
の方向が反転する。
【０１６７】
　更に他の実施形態では、隔膜ポンプ、歯車ポンプ、又は複動ピストンポンプが、流体供
給のために使用される。複動ピストンポンプの場合、流体システムが充填される際に、こ
のポンプの種類はマウスピースへの流体流の方向を往復運動させる利益を有する。給気気
圧シリンダー、ハンドポンプ、又は回転ポンプが、システムを駆動するために使用され得
る。
【０１６８】
　本発明によるハンドピースの別の実施形態を、図１１ａ～１１ｂに示す。この実施形態
では、ハンドピース４０００は、ポンプ部分、真空部分、往復運動部分、流体貯蔵部分、
並びにポンプ部分及び真空部分の双方を駆動する単一駆動ポンプを含む、モジュラー式の
設計である。この実施形態では、手持ち式流体口腔ケア洗浄装置の改善された制御性、快
適性、簡素化、及び小型化を可能にする。本発明はまた、流体手持ち式システムの改善さ
れたエルゴノミクス、コンパクト性、審美性、及び携帯性ももたらす。また、流体流切り
替えシステムは、リニアモーターの直線運動を回転式流れ切り替えディスクの駆動に必要
な回転運動に変換することによって、最大限に機能を提供しながら、必要な空間及び電力
を最小限とするように設計される。
【０１６９】
　ハンドピース４０００は、分離プレート４４２６で分けられる上部及び下部を有する外
殻４００２を備える。ハンドピース４０００の上部は、マウスピース収容部４００４と、
入口／出口パイプ４０１０ａ及び４０１０ｂと、上部制御弁アセンブリ４０３０と、底部
制御弁アセンブリ４０４０と、往復式流量制御装置４０５０と、供給シリンダー４０６２
と、真空シリンダー４０７２と、真空流管４０８２及び４０８４と、供給流管４０８６と
、を備える。供給シリンダー４０６２は、供給ロッド４０６６に接続される供給ピストン
４０６４を備える。真空シリンダー４０７２は、真空ロッド４０７６に接続される真空ピ
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ストン４０７４を備える。
【０１７０】
　ハンドピース４０００の下部は、リニアモーター４４２０と、電源４４３０と、を備え
る。リニアモーター４４２０は、駆動ロッド４４２２に接続され、順に駆動プレート４４
２４に接続される。図１１ｂに示すように、駆動プレート４４２４は、供給ロッド４０６
６と真空ロッド４０７６の双方に接続されるため、単一のリニアモーター４４２０がポン
プ部分及び真空部分の双方を駆動する。供給ロッド４０６６及び真空ロッド４０７６の双
方は、分離プレート４４２６を通過する。
【０１７１】
　この実施形態では、供給シリンダー４０６２及び真空シリンダー４０７２は横並びの構
成で示されるが、これらのシリンダーを上下に並んだ構成としてもよい。この実施形態で
は、供給システム体積流量は、駆動ロッド４４２２の１回の行程で示される真空のおおよ
そ３分の１である。
【０１７２】
　リニアモーター４４２０の駆動ロッド４４２２は、図１１ａ及び１１ｂに示すように、
可動コイル／固定磁石、又は可動磁石／固定コイルのいずれかに接続できる。リニアモー
ターは単極、双極、又は多極であってよく、電子制御装置によって駆動してもよい。
【０１７３】
　図１１ａ及び１１ｂでは、電源４４３０が電池の形状で示される。電池は使い捨てであ
っても充電式であってもよい。また、電源４４３０は、交流（ＡＣ）を直流（ＤＣ）に変
換する変圧器の形態であってもよいことが理解される。この場合、ハンドピース４０００
は電力コードを備える。
【０１７４】
　局部リザーバは、供給シリンダー４０６２、真空シリンダー４０７２、及び流管（４０
８２、４０８４、及び４０８６）の外側と、上部制御弁アセンブリ４０３０と底部制御弁
アセンブリ４０４０との間の外殻４００２の内側と、で囲むように位置される体積として
画定される。この設計は、外殻４００２内部の空隙の利用を最大限にし、ハンドピース４
０００の寸法を最小限にする。
【０１７５】
　動作中、局部リザーバは、供給流管４０８６、及び上部制御弁アセンブリ４０３０中の
一方向弁を通って、供給シリンダー４０６２に流体を供給する。これによって、局部リザ
ーバから一方向の流れができ、駆動ロッド４４２２の戻り行程中に供給シリンダー４０６
２を充填する。流体は、駆動ロッド４４２２の上り行程中に、上部制御弁アセンブリ４０
３０中に位置する第２一方向弁を通過して、供給シリンダー４０６２から押し出される。
流体は、往復式流量制御装置４０５０を流れ、ハンドピース４０００のマウスピース収容
部４００４内に位置する二方向性入口／出口パイプ４０１０ａ及び４０１０ｂのいずれか
から出て、マウスピース（図示せず）内に入る。
【０１７６】
　図１１ａ及び１１ｂでは単動式で示しているが、供給シリンダー４０６２は単動式であ
っても複動式であってもよい。単動式の場合、供給ピストン４０６４上部の供給シリンダ
ー４０６２の体積の流体が、マウスピースに供給される。複動式供給シリンダー４０６２
は、マウスピースに流体を供給するのに、供給ピストン４０６４の上部及び下部の供給シ
リンダー４０６２の体積を利用する。これにより、上部制御弁アセンブリ４０３０又は底
部制御弁アセンブリ４０４０のいずれかについて、一部変更が必要となる。
【０１７７】
　図１１ａ及び１１ｂは、真空シリンダー４０７２を複動式として示す。複動式真空シリ
ンダー４０７２は、マウスピースから流体を引くのに、真空ピストン４０７４の上部及び
下部の真空シリンダー４０７２の体積を利用する。単動式の場合、真空ピストン４０７４
上部の真空シリンダー４０７２の体積の流体が、マウスピースから引かれる。これにより
、上部制御弁アセンブリ４０３０又は底部制御弁アセンブリ４０４０のいずれかについて
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、一部変更が必要となる。
【０１７８】
　動作中、及び真空ピストン４０７４の戻り行程運動中、真空シリンダー４０７２は、二
方向性入口／出口パイプ４０１０ａ及び４０１０ｂの一方を通って、マウスピースから流
体及び空気を引く。流体は、往復式流量制御装置４０５０を通過し、上部制御弁アセンブ
リ４０３０中に位置する一方向弁を通過して流れ、真空ピストン４０７４上部の真空シリ
ンダー４０７２の一部に入る。真空ピストン４０７４の上り行程において、真空ピストン
４０７４上部の真空シリンダー４０７２の一部中の流体及び空気は、上部制御弁アセンブ
リ４０３０を通って押され、局部リザーバ内に流れが直接戻る。空気を大気に放出すると
、流体を再び供給に利用できる。
【０１７９】
　図１１ａ及び１１ｂに示す真空システムは複動式であるため、上り行程で真空ピストン
４０７４が移動すると、二方向性入口／出口パイプ４０１０ａ及び４０１０ｂの一方を通
って、マウスピースから流体及び空気が引かれる。流体は、往復式流量制御装置４０５０
を通過し、上部制御弁アセンブリ４０３０中に位置する一方向弁を通過し、真空流管４０
８４を通過して流れ、真空ピストン４０７４下部の真空シリンダー４０７２の一部に入る
。次に、真空ピストン４０７４下部の真空シリンダー４０７２の一部は、戻り行程におい
て空になり、真空流管４０８２を通過し、流体及び空気が再び上部制御弁アセンブリ４０
３０を通って押され、局部リザーバ内に直接戻る。空気を大気に放出すると、流体を再び
供給に利用できる。
【０１８０】
　往復式流量制御装置４０５０は、流体を供給シリンダー４０６２から、及び真空を真空
シリンダー４０７２から二方向性入口／出口パイプ４０１０ａ及び４０１０ｂの一方又は
他方へ方向付けし、続いて、特定時間動作後、流れ方向を切り替える。これにより、適用
トレーの液体接触チャンバ（ＬＣＣ）内で往復運動する流体作用が生み出される。往復式
流量制御装置４０５０は、リニアモーター４４２０によって駆動される。リニアモーター
４４２０の直線運動を、当該技術分野において既知の技術を用いて、往復式流量制御装置
４０５０中で回転運動に変換してよい。
【０１８１】
　本発明によるハンドピースの実施形態を、図１２ａ～１２ｅに示す。この実施形態では
、ハンドピース５０００は、ポンプ部分、真空部分、往復運動部分、流体貯蔵部分、並び
にポンプ部分及び真空部分を駆動する二重駆動ポンプを含む、モジュラー式の設計である
。この実施形態では、手持ち式流体口腔ケア洗浄装置の改善された制御性、快適性、簡素
化及び小型化を可能にする。本発明はまた、流体手持ち式システムの改善されたエルゴノ
ミクス、コンパクト性、審美性、及び携帯性ももたらす。加えて、供給及び真空ポンプシ
ステムと比例的な寸法の多重リニアモーターを利用することにより、各個別システムの性
能及び電力を向上させつつも、更なる寸法の縮小が可能である。また、流体流切り替えシ
ステムは、リニアモーターの直線運動を回転式流れ切り替えディスクの駆動に必要な回転
運動に変換することによって、最大限に機能を提供しながら、必要な空間及び電力を最小
限とするように設計される。
【０１８２】
　図１２ａは、本発明によるハンドピース５０００の実施形態の上面後方斜視図である。
図１２ｂは、図１２ａの実施形態の切り欠き図であり、図１２ｃは図１２ａの実施形態の
分解図である。
【０１８３】
　ハンドピース５０００を示す図は、分離プレート５４３０で分けられる上部及び下部を
有する外殻５００２を備える。ハンドピース５０００の上部は、マウスピース収容部５０
０４と、入口／出口パイプ５０１０ａ及び５０１０ｂと、制御弁アセンブリ５３００と、
往復式流量制御装置５２００と、供給体積５０６２と、供給リニアモーター５４２０と、
真空体積５０７２と、真空リニアモーター５４２５と、を備える。供給体積５０６２は、
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供給ピストン５０６４を備える。真空体積５０７２は、真空ピストン５０７４を備える。
【０１８４】
　外殻５００２は、前方外殻部品５００２ａ及び後方外殻部品５００２ｂを有して示され
る。当然のことながら、外殻５００２は単一の部品であってよい。
【０１８５】
　ハンドピース５０００の下部は、電源５５３０と、電子制御装置５５３５と、を備える
。
【０１８６】
　供給体積５０６２は、ここでは円筒として示される供給リニアモーター５４２０の開い
た状態の体積として画定される。真空体積５０７２は、真空リニアモーター５４２５の開
いた状態の体積として画定される。
【０１８７】
　この実施形態では、供給リニアモーター５４２０及び真空リニアモーター５４２５は横
並びの構成で示されるが、これらを上下に並んだ構成としてもよい。更に、真空体積５０
７２は、供給体積５０６２より大きく示されている。しかしながら、真空体積５０７２は
供給体積５０６２より小さくてもよく、又は体積は等量であってもよい。
【０１８８】
　供給リニアモーター５４２０及び真空リニアモーター５４２５は単極、双極、又は多極
であってよく、電子制御装置によって駆動してもよい。真空システム又は供給システムの
いずれかのモーターは、図に示すように可動磁石－固定コイルであっても、又は可動コイ
ル－固定磁石、又はこの２つの組み合わせであってもよい。コイル及び磁石は、示される
ように単極、双極であってよく、必要に応じて多極であってよい。この実施形態では、供
給ピストン５０６４及び真空ピストン５０７４は、供給リニアモーター５４２０及び真空
リニアモーター５４２５の可動磁石である。また、供給リニアモーター５４２０及び真空
リニアモーター５４２５の外壁部は、供給リニアモーター５４２０及び真空リニアモータ
ー５４２５の固定コイルによって取り囲まれる。
【０１８９】
　図１２ｂは、上り行程の最上部に同期する供給ピストン５０６４及び真空ピストン５０
７４を示す。しかしながら、ピストンは同期して、つまり同じ周波数で動作させる必要は
ない。供給ピストン５０６４及び真空ピストン５０７４は、磁石ピストンに取り付けられ
る耐久性かつ耐摩耗性材料を備え、磁石をコイル内に誘導し、シリンダーへの所望の係合
を提供して、真空及び供給圧力のためのピストン／シリンダー機能をもたらす。ピストン
は、極間の電位差を連動かつ変化させて往復運動行動を引き起こすことによって、駆動さ
れる。パルス幅変調（ＰＷＭ）を利用して、ＬＭ発熱を最小限にしつつも、システムに対
するＬＭ力を最大化し、電力消費を管理してよい。所望の周波数、行程及び力要件につい
て最適化されるバネ及びその他構成要素を用いて、エネルギーシステムの対話を導入して
よい。
【０１９０】
　周波数、速度、供給システムに対する真空の加速を、独立して最適化できるため、各シ
ステムの制御性及び性能を上げることも可能である。システムを同期して、又は同期せず
に動作させてよい。また、真空システムを供給システムとは異なる周波数で、互いに独立
して、又は互いに同期して動作させてもよい。例えば、真空システムを供給システムの２
倍の周波数で動作させ、必要に応じて真空度を増してよい。また、この独立システムに上
記遅延を組み込むこともでき、真空システムが供給システムよりある程度前に開始され、
その後供給システムの係合解除後しばらくしてから係合解除するようにしてよい。
【０１９１】
　図１２ａ及び１２ｂでは、電源５５３０が電池の形状で示される。電池は使い捨てであ
っても充電式であってもよい。また、電源５５３０は、交流（ＡＣ）を直流（ＤＣ）に変
換する変圧器の形態であってもよいことが理解される。この場合、ハンドピース５０００
は、電力コード、又は各使用前に充電されるコンデンサの形態を備える。
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【０１９２】
　局部リザーバ５０８６は、供給リニアモーター５４２０及び真空リニアモーター５４２
５の外側、並びに上部制御弁アセンブリ５３００と分離プレート５４３０との間の外殻５
００２の内側で囲むように位置される体積として画定される。この設計は、外殻５００２
内部の空隙の利用を最大限にし、ハンドピース５０００の寸法を最小限にする。
【０１９３】
　動作中、局部リザーバ５０８６は、供給体積５０６２に流体を供給する。これによって
、局部リザーバ５０８６から一方向の流れができ、供給ピストン５０６４の下り行程中に
供給体積５０６２を充填する。流体は、供給ピストン５０６４の上り行程中に、上部制御
弁アセンブリ５３００中に位置する一連の一方向弁を通過して、供給体積５０６２から押
し出される。流体は、往復式流量制御装置５２００を流れ、ハンドピース５０００のマウ
スピース収容部５００４内に位置する二方向性入口／出口パイプ５０１０ａ及び５０１０
ｂのいずれかから出て、マウスピース（図示せず）内に入る。
【０１９４】
　図１２ａ及び１２ｂでは単動式で示しているが、供給リニアモーター５４２０は単動式
であっても複動式であってもよい。単動式の場合、供給ピストン５０６４上部の供給体積
５０６２中の流体が、マウスピースに供給される。複動式供給リニアモーター５４２０は
、マウスピースに流体を供給するのに、供給ピストン５０６４の上部及び下部の供給体積
５０６２中の流体を利用する。これにより、制御弁アセンブリ５３００について、一部変
更が必要となる。
【０１９５】
　図は更に、真空リニアモーター５４２５も単動式として示している。単動式シリンダー
は、マウスピースから流体を引くのに、真空ピストン５０７４の上部の真空体積５０７２
中の流体を利用する。複動式真空リニアモーター５４２５は、マウスピースから流体を引
くのに、真空ピストン５０７４の上部及び下部の真空体積５０７２中の流体を利用する。
これにより、制御弁アセンブリ５３００のいずれかについて、一部変更が必要となる。
【０１９６】
　動作中、供給ピストン５０６４の下り行程運動の間、供給体積５０６２は、局部リザー
バ５０８６から流体を引き、制御弁アセンブリ５３００中に位置する一方向弁を通過して
、供給体積５０６２に入る。供給ピストン５０６４の上り行程において、供給体積５０６
２中の流体は制御弁アセンブリ５３００を通って押し出され、流れが、往復式流量制御装
置５２００を通過して方向づけられて、二方向性入口／出口パイプ５０１０ａ及び５０１
０ｂの一方を通ってマウスピースに入る。
【０１９７】
　真空ピストン５０７４の下り行程中、真空体積５０７２は、二方向性入口／出口パイプ
５０１０ａ及び５０１０ｂの一方を通って、マウスピースから流体及び空気を引く。流体
は、往復式流量制御装置５２００を通過し、制御弁アセンブリ５３００中に位置する一方
向弁を通過して流れ、真空体積５０７２に入る。真空ピストン５０７４の上り行程におい
て、真空体積５０７２中の流体及び空気は、制御弁アセンブリ５３００を通って押され、
局部リザーバ５０８６の上部に流れが直接戻る。空気を大気に放出すると、流体を再び供
給に利用できる。
【０１９８】
　往復運動流を伴う実施形態では、往復式流量制御装置５２００は、流体を供給体積５０
６２から、及び真空を真空体積５０７２から二方向性入口／出口パイプ５０１０ａ及び５
０１０ｂの一方又は他方へ方向付けし、続いて、特定時間動作後、流れ方向を切り替える
。これにより、適用トレーの流体接触チャンバ（ＬＣＣ）内で往復運動する流体作用が生
み出される。往復式流量制御装置５２００は、供給リニアモーター５４２０及び真空リニ
アモーター５４２５によって駆動される。いずれかのリニアモーターの直線運動を、当該
技術分野において既知の技術を用いて、往復式流量制御装置５２００中で回転運動に変換
してよい。
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【０１９９】
　図１２ｄは、ハンドピース５０００の局部リザーバ５０８６、往復式流量制御装置５２
００、制御弁アセンブリ５３００、及びマウスピース収容部５００４の上面後方分解図で
ある。図１２ｅは、ハンドピース５０００の同一区分の底面後方分解図である。往復式流
量制御装置５２００は、分流ディスク５２１０、位置調節器５２２０、及び基部５２４０
を有する。基部５２４０は、基部５２４０を横断する基部ポート５２４２及び５２４４、
並びに基部５２４０の底面に位置する流路５２４６及び５２４８を有する。分流ディスク
５２１０及び位置調節器５２２０は、基部５２４０とマウスピース収容部５００４との間
に配置され、供給ピストン５０６４の運動によって駆動され得る歯車状である。分流ディ
スク５２１０は、流体流を迂回させるパネル５２１６、並びに流路５２１２及び５２１４
を有する。
【０２００】
　動作中、入ってくる流体、例えば、図１の管３１２中の流体は、基部ポート５２４４を
通って往復式流量制御装置５２００に入る。往復式流量制御装置５２００の位置に応じて
、流体は、流路５２１２又は５２１４のいずれかを通って流れ、マウスピース収容部５０
０４の入口／出口パイプ５０１０ａ又は５０１０ｂいずれかを通過して往復式流量制御装
置５２００を出ていく。戻ってくる流体、例えば、図１の管３３４中の流体は、マウスピ
ース収容部５００４の入口／出口パイプ５０１０ａ又は５０１０ｂいずれかを通過して、
往復式流量制御装置５２００に再流入する。往復式流量制御装置５２００の位置に応じて
、流体は、流路５２１２又は５２１４のいずれかを通って流れ、図１の管３２２中の流体
のように、基部ポート５２４２を通過して往復式流量制御装置５２００を出ていく。
【０２０１】
　図１の適用トレー１００内の流体の往復運動は、往復式流量制御装置５２００を第１位
置と第２位置との間で切り替えることによって達成される。
【０２０２】
　基部ポート５２４２及び５２４４の直径に対するパネル５２１６の幅が、往復式流量制
御装置５２００の性能にとって重要であることが見出された。パネル５２１６の幅が、い
ずれかの直径以上である場合、基部ポート５２４２及び５２４４の１つ以上が、往復運動
の一部の間において、遮蔽又は分離される場合があり、最適以下の性能又は装置の故障を
生じる。この状態を回避するために、パネル５２１６内にチャネルが位置してもよい。
【０２０３】
　図１２ｄ及び１２ｅは、制御弁アセンブリ５３００の分解図も示す。制御弁アセンブリ
５３００は、第１プレート５３２０、第２プレート５３４０、第３プレート５３６０、及
び第４プレート５３９０、並びに第１ガスケット５３１０、第２ガスケット５３３０、第
３ガスケット５３５０、及び第４ガスケット５３８０を備える。第１ガスケット５３１０
は、往復式流量制御装置５２００の基部５２４０と第１プレート５３２０との間に配置さ
れる。第２ガスケット５３３０は、第１プレート５３２０と第２プレート５３４０との間
に配置される。第３ガスケット５３５０は、第２プレート５３４０と第３プレート５３６
０との間に配置される。第４ガスケット５３８０は、第３プレート５３６０と第４プレー
ト５３９０との間に配置される。
【０２０４】
　第１ガスケット５３１０は、第１ガスケット５３１０を横断するポート５３１２及び５
３１４を有する。第１プレート５３２０は、第１プレート５３２０を横断するポート５３
２２及び５３２４、並びに第１プレート５３２０の底面に位置する流路５３２６を有する
。
【０２０５】
　第２ガスケット５３３０は、第２ガスケット５３３０を横断するポート５３３２及び５
３３６、並びに一方向フラップ弁５３３４を有する。第２プレート５３４０は、第２プレ
ート５３４０を横断するポート５３４２、５３４４、及び５３４６、並びに第２プレート
５３４０の底面に位置する流路５３４７及び５３４８を有する。
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【０２０６】
　第３ガスケット５３５０は、第３ガスケット５３５０を横断するポート５３５２、５３
５４、５３５６及び５３５８を有する。第３プレート５３６０は、第３プレート５３６０
を横断するポート５３６２、５３６４、５３６５、５３６６、５３６７、及び５３６８を
有する。
【０２０７】
　第４ガスケット５３８０は、第４ガスケット５３８０を横断するポート５３８４及び５
３８６、並びに一方向フラップ弁５３８２、５３８５、５３８７、及び５３８８を有する
。第４プレート５３９０は、第４プレート５３９０を横断するポート５３９２、５３９４
、５３９５、５３９７、及び５３９８、並びに第４プレート５３９０の底面に位置する溝
５３９１及び５３９３を有する。
【０２０８】
　供給リニアモーター５４２０及び真空リニアモーター５４２５は、第４プレート５３９
０と供給分離プレート５４３０との間に配置される。供給リニアモーター５４２０の上部
５４２１は、第４プレート５３９０の溝５３９１にフィットし、一方供給リニアモーター
５４２０の底部５４２２は、供給分離プレート５４３０の孔５４３２にフィットする。真
空リニアモーター５４２５の上部５４２６は、第４プレート５３９０の溝５３９３にフィ
ットし、一方真空リニアモーター５４２５の底部５４２７は、供給分離プレート５４３０
の孔５４３４にフィットする。局部リザーバ５０８６は、供給リニアモーター５４２０及
び真空リニアモーター５４２５の外側、並びに第４プレート５３９０と分離プレート５４
３０との間の外殻５００２の内側で囲むように位置される体積として画定されることに留
意されたい。
【０２０９】
　動作中、供給ピストン５０６４の下り行程の間、流体は、局部リザーバ５０８６から、
第４プレート５３９０のポート５３９５、第４ガスケット５３８０のフラップ弁５３８５
、第３プレート５３６０のポート５３６５、及び第３ガスケット５３５０のポート５３５
４を通過する。続いて流体は、第２プレート５３４０の流路５３４７に沿って伝わり、第
３プレート５３６０のポート５３６４、第４ガスケット５３８０のポート５３８４、第４
プレート５３９０のポート５３９４を通過してながれ、供給体積５０６２内に到達する。
【０２１０】
　供給ピストン５０６４の上り行程において、供給体積５０６２中の流体は、第４プレー
ト５３９０のポート５３９４、第４ガスケット５３８０のポート５３８４、第３プレート
５３６０のポート５３６４、第３ガスケット５３５０のポート５３５４、第２プレート５
３４０のポート５３４４、第２ガスケット５３３０のフラップ弁５３３４、第１プレート
５３２０のポート５３２４、及び第１ガスケット５３１０のポート５３１４を通って押さ
れる。次に、流れは、基部５２４０の流路５２４８を介して往復式流量制御装置５２００
を通って方向づけられ、基部ポート５２４４、その後分流ディスク５２１０の流路５２１
２又は５２１４のいずれかを通過して往復式流量制御装置５２００を出て、二方向性入口
／出口パイプ５０１０ａ及び５０１０ｂの一方を通ってマウスピースに入る。
【０２１１】
　第４ガスケット５３８０上の一方向フラップ弁５３８５、及び第２ガスケット５３３０
上の一方向フラップ弁５３３４は、供給ピストン５０６４の下り行程中における、局部リ
ザーバ５０８６から供給体積５０６２への流体の一方向の流れ、及び供給ピストン５０６
４の上り行程中における、供給体積５０６２から往復式流量制御装置５２００への一方向
の流れを確実にする。
【０２１２】
　真空ピストン５０７４の下り行程中、流体は、マウスピースから二方向性入口／出口パ
イプ５０１０ａ及び５０１０ｂの一方を通って引かれ、分流ディスク５２１０の流路５２
１２又は５２１４のいずれかを通って往復式流量制御装置５２００に方向づけられ、基部
５２４０の基部ポート５２４２を通過する。基部５２４０の流路５２４６を通過して流れ
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た後、流体は往復式流量制御装置５２００を出る。流体は、第１ガスケット５３１０のポ
ート５３１２、第１プレート５３２０のポート５３２２、第２ガスケット５３３０のポー
ト５３３２、第２プレート５３４０のポート５３４２、第３ガスケット５３５０のポート
５３５２、第３プレート５３６０のポート５３６２、第４ガスケット５３８０の一方向フ
ラップ弁５３８２、及び第４プレート５３９０のポート５３９２を通過し、真空体積５０
７２内に到達する。
【０２１３】
　真空ピストン５０７４の上り行程において、供給体積５０６２中の流体は、第４プレー
ト５３９０のポート５３９８、第４ガスケット５３８０の一方向フラップ弁５３８８、第
３プレート５３６０のポート５３６８、及び第３ガスケット５３５０のポート５３５８を
通って押される。流体は、プレート５３４０の流路５３４８を通過し、第２ガスケットの
ポート５３３６内へ、第１プレート中のポート５３２６内へ流れ、続いて第２プレートの
ポート５３４６を通過し、第３ガスケットのポート５３５６を通過し、第３プレート中の
ポート５３５６を通過し、第４ガスケット中のポート５３８６を通過して、局部リザーバ
５０８６内に到達する。
【０２１４】
　第４ガスケット５３８０の一方向フラップ弁５３８２、５３８７、及び５３８８は、真
空ピストン５０７４の下り行程中における、往復式流量制御装置５２００から真空体積５
０７２への流体の一方向の流れ、及び真空ピストン５０７４の上り行程中における、真空
体積５０７２から局部リザーバ５０８６への一方向の流れを確実にする。
【０２１５】
〔実施の態様〕
（Ａ）哺乳類の口腔に有益効果を提供するためのシステムであって、
　該口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段であって、該流体が該有益効果を
もたらすのに有効である、手段と、
　該口腔の該複数の表面上に該流体を方向付けるための該手段に、該流体を提供するため
に好適であり、細長い形状を有する手持ち式装置であって、
　　該複数の表面にわたって該流体の往復運動を提供するための手段と、
　　該流体の該往復運動を制御するための手段と、
　　該システムを通過して該流体を移送するための手段と、
　　該流体を収容するリザーバと、
　　該流体の該往復運動を提供するための該手段を駆動するための手段と、
　　該システムを駆動するためのリニアモーターと、を備える、手持ち式装置と、を含み
、
　該流体の該往復運動を提供するための該手段は、流体を収容するシリンダー、及び、該
シリンダー内で往復運動するピストンを有し、
　前記リザーバは、前記シリンダーに流体を供給し、前記手持ち式装置の長手方向におい
て、該流体の該往復運動を提供するための該手段と同一の位置に、且つ、前記手持ち式装
置の長手方向に対し直交方向において、該流体の該往復運動を提供するための該手段に隣
接する位置に、配置される、システム。
（１）　哺乳類の口腔に有益効果を提供するためのシステムであって、
　該口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段であって、該流体が該有益効果を
もたらすのに有効である、手段と、
　該口腔の該複数の表面上に該流体を方向付けるための該手段に、該流体を提供するため
に好適な手持ち式装置であって、
　　該複数の表面にわたって該流体の往復運動を提供するための手段と、
　　該流体の該往復運動を制御するための手段と、
　　該システムを通過して該流体を移送するための手段と、
　　該流体を収容するリザーバと、
　　該流体の該往復運動を提供するための該手段を駆動するための手段と、
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　　該システムを駆動するためのリニアモーターと、を備える、手持ち式装置と、を含む
、システム。
（２）　前記制御手段が、前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前
記手段へ、また、その前記手段から前記流体を移送するための手段を含む、実施態様１に
記載のシステム。
（３）　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段に、前記手
持ち式装置を取り付けるための手段を含む、実施態様１に記載のシステム。
（４）　前記複数の表面にわたって前記流体の往復運動を提供するための前記手段、前記
流体の前記往復運動を制御するための前記手段、前記システムを通過して前記流体を移送
するための前記手段、前記流体を収容する前記リザーバ、前記流体の前記往復運動を提供
するための前記手段を駆動するための前記手段、及び前記システムを駆動するための前記
リニアモーターが、ハウジング内に収容される、実施態様１に記載のシステム。
（５）　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記手
持ち式装置に取り外し可能に又は固定して取り付けられる、実施態様１に記載のシステム
。
【０２１６】
（６）　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記ハ
ウジングに取り外し可能に又は固定して取り付けられる、実施態様４に記載のシステム。
（７）　口腔の複数の表面上に流体を方向付けるための手段に、該流体を提供するために
好適な手持ち式装置であって、該流体が該口腔に有益効果を提供するのに有効であり、
　該複数の表面にわたって該流体の往復運動を提供するための手段と、
　該流体の該往復運動を制御するための手段と、
　該システムを通過して該流体を移送するための手段と、
　該流体を収容するリザーバと、
　該流体の該往復運動を提供するための該手段を駆動するための手段と、
　該装置を駆動するためのリニアモーターと、を含む、手持ち式装置。
（８）　前記制御手段が、前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前
記手段へ、また、その前記手段から前記流体を移送するための手段を含む、実施態様７に
記載の装置。
（９）　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段に、前記手
持ち式装置を取り付けるための手段を含む、実施態様７に記載の装置。
（１０）　前記複数の表面にわたって前記流体の往復運動を提供するための前記手段、前
記流体の前記往復運動を制御するための前記手段、前記システムを通過して前記流体を移
送するための前記手段、前記流体を収容する前記リザーバ、前記流体の前記往復運動を提
供するための前記手段を駆動するための前記手段、及び前記装置を駆動するための前記リ
ニアモーターが、ハウジング内に収容される、実施態様７に記載の装置。
【０２１７】
（１１）　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記
手持ち式装置に取り外し可能に又は固定して取り付けられる、実施態様７に記載の装置。
（１２）　前記口腔の前記複数の表面上に前記流体を方向付けるための前記手段が、前記
ハウジングに取り外し可能に又は固定して取り付けられる、実施態様１０に記載のシステ
ム。
（１３）　前記リニアモーターを複数含む、実施態様１に記載のシステム。
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