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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１フランジ及び第２フランジを含むハウジングであって、直立位置又は反転位置の各
々で患者の口内に配置されるように構成され、前記直立位置において、前記第１フランジ
及び前記第２フランジは顎の上顎領域を少なくとも部分的に囲み、前記反転位置において
、前記第１フランジ及び前記第２フランジは顎の下顎領域を少なくとも部分的に囲む、ハ
ウジングと、
　第１部分及び第２部分を有する光放射パネルであって、前記第１部分は前記ハウジング
の前記第１フランジ内に少なくとも部分的に収められ、前記第２部分は前記ハウジングの
前記第２フランジ内に少なくとも部分的に収められ、前記ハウジングが前記口内に配置さ
れるとき、前記患者の歯槽軟組織に光を放射するように構成される光放射パネルと、
　前記光放射パネルに作動可能に結合された電子回路であって、前記ハウジングが前記口
内に配置されるとき、前記光放射パネルを制御するように構成される電子回路と、
　前記患者の口内で前記ハウジングが前記直立位置又は前記反転位置にあるかを決定する
ように構成されるセンサと、を備え、
　前記光放射パネルは、前記ハウジングが前記直立位置にあるときに前記上顎の歯槽軟組
織に光を放射するように構成され、かつ、前記ハウジングが前記反転位置にあるときに前
記下顎の歯槽軟組織に光を放射するように構成される、装置。
【請求項２】
　前記光放射パネルは、治療シーケンス中に前記光を放射するように構成され、
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　前記電子回路は、前記光放射パネルを制御して、前記ハウジングが前記直立位置又は前
記反転位置にあることが決定されるときに光放射を生成するように構成される、請求項１
に記載の装置。
【請求項３】
　前記光放射はパルス光放射を含む、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記電子回路は、前記ハウジングが治療セッション中に前記直立位置又は前記反転位置
にあるかどうかに関連する情報を保存するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記電子回路は、前記ハウジングが前記直立位置にあることが決定されるときに前記患
者の上顎に対して光療法を施すように構成され、かつ、前記ハウジングが前記反転位置に
あることが決定されるときに前記患者の下顎に対して光療法を施すように構成される、請
求項１に記載の装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
[0001]　本願は、米国仮出願第６１／６３５，６８４号（２０１２年４月１９日出願）、
米国仮出願第６１／６５９，１６８号（２０１２年６月１３日出願）、米国仮出願第６１
／７４５，３７４号（２０１２年１２月２１日出願）、米国仮出願第６１／７８３，５１
６号（２０１３年３月１４日出願）に対して優先権およびその利益を主張し、それらの各
々は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
[0002]　本発明は、一般的に、口腔内光療法装置、および歯科矯正の歯の移動を調節する
ための方法を含むその使用方法に関する。
【０００３】
[0003]　歯科矯正は、骨ごと歯を移動することを伴う。歯に圧力を加えることによって、
骨は歯の移動を容易にするために歯の前縁部で破損する場合がある。その後新しい骨が歯
の後縁部で形成される。骨は歯根と歯周組織との間の圧力区域で再吸収され（例えば破損
し）、骨は歯根と歯周組織との間の緊張区域に蓄積される（形成される）。それらが歯根
表面に沿って生じる部位に関わらず、圧力は再吸収をもたらし、緊張は蓄積をもたらし得
る。歯が従来の歯科矯正治療を受けている間に骨ごと歯を移動することは、再形成過程の
速さに基づき遅くなり、したがって、所望の歯の位置を実現するためには長期間の治療を
要する。成人における歯の移動は、若者における歯の移動よりもゆっくりである。長期の
歯科矯正治療は、歯根吸収、歯肉炎症、およびう歯の危険性を増加させる場合がある。さ
らに、加えられた力により歯が「傾く」可能性がある、即ち、歯冠が所望の方向に歯根よ
り速く移動する場合があり、その結果、歯が傾いて移動することになるため、骨ごと歯を
移動すると、不均等になることがある。歯が骨ごと「全体的（ｂｏｄｉｌｙ）」、即ち、
骨に対してほぼ垂直配向に移動するとき、歯は傾いて移動することなく、または小さな傾
き程度で移動する。
【０００４】
[0004]　歯および歯周組織に損傷を与えることなく歯の移動速度を高めるための方法が求
められてきた。例えば、歯の移動の促進は、ビタミンＤ３の活性形態であるプロスタグラ
ンジン、およびオステオカルシンを歯槽窩（ａｌｖｅｏｌａｒ　ｓｏｃｋｅｔ）に局所注
射することにより実現することができる。これらの物質は、歯の移動速度を高める可能性
があるが、注射の過程中、患者に局所疼痛および不快などの副作用ももたらす可能性があ
る。歯の移動速度を高めるための代替戦略は、骨再生を改善することである。例えば、光
療法は、骨障害ならびに骨および軟組織の生体刺激に有効であることが分かっており、歯
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槽骨再生の促進に有効であり得る。光は、例えばシトクロムＣ酸化酵素または一酸化窒素
シンターゼを刺激することにより、機能が損なわれている細胞および組織における様々な
生物学的活性を刺激することができる。
【０００５】
[0005]　光線療法または光療法は、典型的には、携帯型光放射装置からの光を患部区域に
指向する歯科医、矯正歯科医、医師、または治療専門家によって施される。光放射装置は
、患部区域に一貫して位置付けることが困難であり得る。加えて、光療法は、典型的には
、少なくとも数日にわたる反復治療を伴い、これは光療法を受ける患者が療法レジメンを
完了するために施術者のオフィスまたはクリニックに複数回訪れることを必要とするだろ
う。このように何度も来診することは、時間がかかるか、または高額になる場合がある。
【０００６】
[0006]　さらに、最近の研究では、北米における被験者の６５％超が、不十分なビタミン
Ｄ血清レベルであることが示された。これらのビタミンＤが欠乏した被験者において、骨
の代謝および再形成は悪影響を受ける可能性がある。
【０００７】
[0007]　望ましくない副作用または疼痛を伴わずに患者の治療時間を短縮するために、歯
科矯正治療に応えて、骨ごと歯を移動する速さ（または速度）を高める、またはその質を
改善するのに有用である方法および装置の必要性が存在する。骨ごと歯を移動する所望の
様式または質を実現するために用いられる方法や装置が必要とされており、例えば口腔内
で施す光療法を使用して骨ごと歯を移動し、これは過度の困難なく患者の口内で歯を所望
の特定の位置または複数の位置に調節することを可能にする。
【発明の概要】
【０００８】
[0008]　本発明は、
　患者の口内に適合するように構成されるハウジングと、
　ハウジング内に少なくとも部分的に収まるエミッタであって、ハウジングが口内に配置
されるとき、歯槽軟組織に関連する領域に有効量の光を放射するように構成されるエミッ
タと、
　エミッタに作動可能に結合された電子回路であって、ハウジングが口内に配置され、か
つ本装置が歯科矯正治療中に使用されるとき、エミッタを制御するように構成される電子
回路と、を備える、装置を提供する。
【０００９】
[0012]　本装置は、歯の移動を調節するか、または口腔組織衛生を維持するもしくは改善
するのに有用である。
【００１０】
[0013]　本発明は、
　それを必要とする患者に本装置のエミッタから有効量の光を施すことを含む、歯の移動
を調節する、口腔組織衛生を維持する、または口腔組織衛生を改善するための方法をさら
に提供する。
【００１１】
[0015]　本装置は、口腔手術後の口腔組織治癒の速度を高めるのに有用である。
【００１２】
[0016]　本発明は、
　口腔手術が行われ、治癒を必要とする患者の組織に本装置のエミッタからの有効量の光
を施すことを含む、口腔手術後の口腔組織治癒の速度を高めるための方法をさらに提供す
る。
【００１３】
[0018]　本発明は、
　患者の口内に適合するように構成されるハウジングと、
　ハウジングに光学的に結合されたエミッタであって、ハウジングが口内に配置されると
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き、歯槽軟組織に有効量の光を放射するように構成される、エミッタと、
　エミッタに作動可能に結合された電子回路であって、ハウジングが口内に配置され、か
つ本装置が歯科矯正治療中に使用されるとき、前記エミッタを制御するように構成される
電子回路と、を備える、装置を提供する。
【００１４】
[0022]　本装置は、歯の移動を調節するか、または口腔組織衛生を維持するもしくは改善
するのに有用である。
【００１５】
[0023]　本発明は、
　それを必要とする患者に本装置のエミッタから有効量の光を施すことを含む、歯の移動
を調節する、口腔組織衛生を維持する、または口腔組織衛生を改善するための方法をさら
に提供する。
【００１６】
[0025]　本発明は、
　患者の口内に配置されるように構成される第１の部分と、第１の部分が口内に配置され
るとき、第１の部分に結合され、第１の波長で有効量の光を歯槽軟組織に放射するように
構成される第１のエミッタと、第１のエミッタに作動可能に結合された電子回路であって
、第１の部分が口内に配置され、かつ本装置が歯科矯正治療の第１段階中に使用されると
き、第１のエミッタを制御するように構成され、第１段階が時間Ｔ０第１で始まる、電子
回路と、
　第１の部分とは異なり、患者の口内に配置されるように構成される第２の部分と、第２
の部分が口内に配置されるとき、第１の波長とは異なる第２の波長で有効量の光を歯槽軟
組織に放射するように構成される第２の部分に結合された第２のエミッタと、第２のエミ
ッタに作動可能に結合された電子回路であって、第２の部分が口内に配置され、かつ本装
置が歯科矯正治療の第２段階中に使用されるとき、第２のエミッタを制御するように構成
され、第１段階に続き第２段階が時間Ｔ＞０で始まる、電子回路と、を備える、システム
を提供する。
【００１７】
[0028]　本システムは、患者の歯槽軟組織に光療法を施すのに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図２】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図３Ａ】線Ｘ－Ｘに沿って取った図１の装置の断面図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の一部分の側面図である。
【図４】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図５】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図６】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図７】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図８】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図９】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図１０】図９の装置の一部分の断面図である。
【図１１】図９の装置の一部分の上面透視図である。
【図１２】図９の装置の一部分の断面図である。
【図１３】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図１４】図１３の装置の側面図である。
【図１５】図１３の装置および充電スタンドの側面図である。
【図１６】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図１７】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の概略図である。
【図１８Ａ】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の一部分の上面図である。
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【図１８Ｂ】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の一部分の正面図である。
【図１９】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の一部分の上面図である。
【図２０】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図２１】線Ａ－Ａに沿って取った図２０の装置の断面図である。
【図２２】図２０の装置の底面図である。
【図２３】口腔内で使用する本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の側面図である。
【図２４】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の一部分の側面図である。
【図２５】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の一部分の正面図である。
【図２６】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図２７】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の上面図である。
【図２８】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の上面図である。
【図２９】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の上面図である。
【図３０】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図３１】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図３２】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図３３】本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置の透視図である。
【図３４】電力（即ち「入」）作動状態の図３０～図３３の装置の上面図である。
【図３５】電力（即ち「入」）作動状態の図３０～図３３の装置の背面図である。
【図３６】電子デバイスに結合された図３４および図３５の装置の透視図である。
【図３７】口腔内に配置され、患者が使用中の図３０～図３６の装置の画像である。
【図３８】口腔内に配置され、患者が使用中の本発明の実施形態に従う口腔内光療法装置
の画像である。
【図３９】図３８の口腔内光療法装置を使用した光療法治療前の患者の上弓の画像である
。
【図４０】図３８の口腔内光療法装置を使用した光療法治療後の図３９の患者の上弓の画
像である。
【図４１】図３８の口腔内光療法装置を使用した光療法治療前の患者の上弓の画像である
。
【図４２】図３８の口腔内光療法装置を使用した光療法治療後の図４１の患者の上弓の画
像である。
【図４３】本発明の実施形態に従う口腔内装置の背面図である。
【図４４】図４３の口腔内装置の前面図である。
【図４５】本発明の実施形態に従う口腔内装置の側面図である。
【図４６】本発明の実施形態に従う口腔内装置の上面図である。
【図４７】図４５の口腔内装置の一部分の透視図である。
【図４８Ａ】図４５の口腔内装置の一部分の底面－背面透視図である。
【図４８Ｂ】図４５の口腔内装置の一部分の上面－背面透視図である。
【図４９】図４５の口腔内装置および本発明の実施形態に従う外部スタンドの透視図であ
る。
【図５０】図４５の口腔内装置および本発明の実施形態に従う外部スタンドの前面図であ
る。
【図５１】図４９の外部スタンドの前面図である。
【図５２】図４５の口腔内装置の一部分の略図である。
【図５３】本発明の実施形態に従う口腔内装置の上面図である。
【図５４】本発明の実施形態に従う口腔内装置の一部分の側面図である。
【図５５】図５４の口腔内装置の端面図および透視図である。
【図５６】図５４の口腔内装置の端面図および透視図である。
【図５７】本発明の実施形態に従う図５４の口腔内装置を含むシステムの略図である。
【図５８】本発明の実施形態に従う口腔内装置の略図である。
【図５９】研究グループ参加者の上顎歯の個々の移動速度のグラフ図である。
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【図６０】研究グループ参加者の下顎歯の個々の移動速度のグラフ図である。
【図６１】比較口腔外光療法デバイスの透視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
[0076]　参照数字表示に関連して本明細書で使用される用語「約」は、その参照数字表示
の参照数字表示の＋／－１０％までを意味する。例えば、用語「約５０」単位は、４５単
位～５５単位の範囲を網羅する。
【００２０】
[0077]　本明細書で使用される動詞「囲む」は、標的対象の約１センチメートル以内であ
ることを意味する。例えば、歯を囲む口腔組織は、歯の約１ｃｍ以内である。いくつかの
実施形態では、本明細書に開示される方法は、歯の約１ｃｍ以内にある炎症を予防または
最小化するのに有用である。
【００２１】
[0078]　本明細書で使用される用語「患者」は、歯科矯正治療を含む医療行為を受けるこ
とができる任意の生存対象を指す。患者は、例えばヒトなどの哺乳類であってよい。患者
は成人患者または小児患者であってよい。いくつかの実施形態では、患者は、光治療、例
えば本明細書に記載される口腔内装置を使用して口腔内的に患者に施される光を受ける生
存対象であってよい。
【００２２】
[0079]　本明細書で使用される用語「根区域」は、歯根の解剖学的長さおよび幅を含む患
者の生体構造の一部分、ならびに歯が位置する歯槽骨に歯を付着させるのを容易にする末
梢組織の少なくとも一部分を指す。末梢組織は、歯周靭帯および歯周靭帯が配置され、歯
を囲む骨性の窩を含み得る。根区域は、歯の種類により歯ぐき線から約１０ｍｍ～約２２
ｍｍの深さまで延在する組織を含み得る。根区域は、文脈が特に明確に示さない限り、各
歯の根区域の特定の距離以内（例えば約０．１ｃｍ～約３ｃｍ以内）の領域も含み得る。
根区域の寸法は、特定の対象の歯に応じて変動し得る。本明細書における根区域への言及
は、文脈が特に明確に示さない限り、根区域の少なくとも一部分または根区域の全体を含
み得る。
【００２３】
[0080]　口腔内光処置装置
[0081]　本明細書に記載されるいくつかの実施形態は、歯槽軟組織、例えば歯槽粘膜を光
（例えば約１０～約２００ｍＷ／ｃｍ２の強度を有する）に曝露することに関する。光を
施すことにより、歯の移動速度を変更する、治癒速度を高める、または１つ以上の他の歯
科矯正利益をもたらすことができる。例えば、光を摘出部位に施すことにより、治癒の速
度を増加し、歯のその部位への移動を遅くすることができる。本明細書に記載されるいく
つかの実施形態は、光を患者の歯槽軟組織の１つ以上の部分に施すように構成される口腔
内光療法装置を含む。そのような装置は、歯科矯正治療の前、治療中、もしくは治療後、
および／または口腔手術の前、手術中、もしくは手術後に使用され得る。いくつかの実施
形態では、本明細書に記載されるように、装置は、１日１分～６０分間、患者に光を施す
ために使用され得る。他の実施形態では、装置は、数分、数時間、１日、数週間、数ヶ月
、または数年患者の口腔粘膜と接触することができ、装置のエミッタのうちの１つ以上が
、その期間中少なくともしばらくの間光を照射することができる。
【００２４】
[0082]　いくつかの実施形態では、装置は任意のヒト患者の歯槽軟組織に適合するように
構成され、他の実施形態では、装置は特定のヒト患者の歯槽軟組織に適合するように構成
され得る。例えば、装置は、例えばＣＴスキャン（例えば円錐状ビームＣＴスキャン）か
ら得た情報、患者の顎のモデル、口腔内のデジタルスキャンモデル、および／または患者
の顎の写真を使用して、任意のヒト患者または特定のヒト患者の特定の歯の幾何学形状に
適合するように構成され得る。より具体的には、患者の口内に位置付けられる装置内のＬ
ＥＤの設置は、例えば前述の方法のうちの１つ以上から得た情報に基づき、ＣＡＤ／ＣＡ
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Ｍ設計アプリケーションを使用して、注文設計することができる。他の実施形態では、標
準的な装置は、一般的にヒト患者の口腔解剖学的特徴に適合するように構成される装置一
式から選択され得る。いくつかのそのような実施形態では、標準的な装置は、特定のヒト
患者の特徴に適合するように調節され得る。
【００２５】
[0083]　いくつかの実施形態では、装置は、注文線量、例えば特定の患者用に注文された
線量に基づき光療法を施すように構成される。若い患者は高齢の患者より骨密度があまり
高くない場合がある。患者の骨の密度は、光療法を施す前に、例えばコンピュータ断層撮
影法（ＣＴ）、一実施形態では、円錐状ビームＣＴを使用して測定され得る。いくつかの
実施形態では、患者の骨密度は、患者の歯を照射し、歯に浸透する光の量を測定すること
により（例えば図１８Ａに記載されるものに類似する、または図１８Ａに記載されるもの
などの装置を使用して）、測定され得る。患者の骨密度が決定されたら、所望の歯の移動
を実現するために、最適な光の線量が決定され得る。
【００２６】
[0084]　いくつかの実施形態では、装置が患者の歯槽軟組織と接触しているときの患者の
快適さを改善し、かつ／または患者の口内に装置を位置付けるための咬合パッドを含み得
る。
【００２７】
[0085]　いくつかの実施形態では、装置は、患者の歯および／または頬および口唇（ｌａ
ｎｉａｌ）頬、舌などの筋肉組織に力を加える器具と組み合わせて使用され得る。いくつ
かの実施形態では、本発明の装置は、患者に力を加える２つ以上の器具と組み合わせて使
用される。１つ以上の力を歯ぐき領域に加え、患者の歯槽軟組織に光を口腔内的に施すこ
とにより、歯の移動速度を増加し、口腔組織の治癒速度を増加し、他の歯科矯正利益をも
たらすことができる。いくつかの実施形態では、加えられる力のうちの１つ以上は強い力
である。いくつかの実施形態では、力を加える器具のうちの１つ以上は、機能的器具であ
る。強い力および機能的器具が本明細書において開示される。
【００２８】
[0086]　他の実施形態では、装置は歯科矯正器具と組み合わせて使用され得る。
【００２９】
[0087]　いくつかの実施形態では、装置は、患者にビタミンＤを送達するように構成され
る器具または他の好適な輸送体と組み合わせて使用され得る。ビタミンＤ治療は患者のビ
タミンＤ血液血清レベルを上昇させ、口腔内光治療と組み合わされるとき、歯の移動速度
を増加し、口腔組織の治癒速度を増加し、他の歯科矯正利益をもたらすことができる。ビ
タミンＤ治療が本明細書において開示される。
【００３０】
[0088]　いくつかの実施形態では、本発明の装置は、患者の歯など、患者の口腔組織に力
を加える１つ以上の器具、または患者にビタミンＤを送達するように構成される器具（ま
たは他の好適な輸送体）と組み合わせて使用され得る。本様式では、患者は、光治療およ
びビタミンＤ治療を受け、例えば１つ以上の歯に力も加えられる。
【００３１】
[0089]　図１および図２は、本発明の口腔内光療法装置の概略図である。図１に示される
ように、装置は、パネル１、２、３、４、５、および６を含む。パネル１、２、および３
は、上顎の１つ以上の歯の根区域付近に配置されるように構成される。いくつかの実施形
態では、パネル１、２、および３は、上頬側歯槽軟組織に隣接して配置されるように構成
され得る。例えば、一実施形態では、パネル１、２、および３は上頬側歯槽軟組織と接触
する一方、他の実施形態では、パネル１、２、および３は、上頬側歯槽軟組織とは接触し
ないが、上頬側歯槽軟組織の特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。
歯槽軟組織は、例えば歯槽粘膜を含み得る。他の実施形態では、パネル１、２、および３
は、上舌側歯槽軟組織に隣接して配置されるように構成され得る。例えば、一実施形態で
は、パネル１、２、および３は上舌側歯槽軟組織と接触する一方、他の実施形態では、パ
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ネル１、２、および３は、上舌側歯槽軟組織とは接触しないが、上舌側歯槽軟組織の特定
の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。同様に記載すると、いくつかの実
施形態では、パネル１、２、および３は上顎根区域の後方に配置されるように構成され得
る一方で、他の実施形態では、パネル１、２、および／または３は上顎根区域の前方に配
置されるように構成され得る。同様に、パネル４，５、および／または６は、前方および
／または後方下顎根区域に隣接して配置されるように構成され得る。
【００３２】
[0090]　他の実施形態では、パネル（または装置の他の部分）は、本明細書に記載される
様々な領域または区域のいずれかに配置され得る。例えば、いくつかの実施形態では、パ
ネルは、上頬側または上舌側の歯槽軟組織と接触するか、またはその特定の距離以内（例
えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にあるように本明細書において記載されるが、他の実施形
態では、パネルは、下頬側または下舌側の歯槽軟組織と接触し、かつ／またはその特定の
距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にあるように構成される。さらに他の実施形
態では、装置は、少なくとも第１の部分が上頬側または上舌側の歯槽軟組織と接触するか
、またはその特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にあるように構成され、
第１の部分が上部歯槽軟組織と接触するか、またはそれから特定の距離以内にあるとき、
少なくとも第２の部分が下頬側または下舌側の歯槽軟組織と接触するか、またはその特定
の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にあるように構成される複数のパネルを含
み得る。
【００３３】
[0091]　いくつかの実施形態では、装置は、上顎または下顎根区域にのみ隣接して配置さ
れるように構成される。例えば、一実施形態では、装置は上顎または下顎根区域と接触す
る一方で、他の実施形態では、装置は、上顎または下顎根区域と接触しないが、上顎また
は下顎根区域から特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。同様に記載
すると、図１は上部分と下部分を含む装置を示すが、他の実施形態では、装置は上部分の
みまたは下部分のみを有する。６枚のパネルを備える装置が示されるが、他の実施形態で
は、装置は１枚以上のパネルを備えることができる。例えば、単一のパネルは、上顎およ
び／または下顎根区域の少なくとも一部分またはその全体を覆うように構成され得る。他
の実施形態では、１枚以上のパネルは、各歯の根区域に隣接して配置され得る。例えば、
一実施形態では、１枚以上のパネルは各歯の根区域と接触する一方で、他の実施形態では
、１枚以上のパネルは、各歯の根区域と接触しないが、各歯の根区域から特定の距離以内
（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。
【００３４】
[0092]　いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるパネルは、大半の歯根の解剖学
的寸法（例えば長さ）のうちの少なくとも一部を覆うが、個々の患者の軟組織および骨構
造のばらつきは、パネルが一部の歯根の先端範囲を覆うのを阻む可能性がある。そのよう
な場合において、歯の先端部分が受けるエネルギー密度は低い可能性がある。しかしなが
ら、いくつかの実施形態では、パネルは、そのような先端部分（複数可）の方向に光を指
向するように構成されるか、またはそうでなければパネルの先端部分の強度を高めるよう
に構成される埋込型ＬＥＤアレイを含む。
【００３５】
[0093]　図２に示される実施形態などのいくつかの実施形態では、装置は、装置の第１の
部分が前方根区域に隣接して配置され、装置の第２の部分が後方根区域に隣接して配置さ
れるように、歯を包むように構成される。そのような実施形態では、装置が作動している
とき、歯の移動を自由にするために、装置は解剖学的歯冠上で解放される。例えば、一実
施形態では、装置の第１の部分が前方根区域と接触し、かつ／または装置の第２の部分が
後方根区域と接触する一方、他の実施形態では、装置の第１の部分は前方根区域と接触せ
ず、かつ／または装置の第２の部分は、後方根区域と接触しないが、装置の第１の部分お
よび／または第２の部分は、それぞれ、前方根区域または後方根区域から特定の距離（例
えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。
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【００３６】
[0094]　図３Ａは、線Ｘ－Ｘに沿って取った図１の装置の断面図である。装置１０は、パ
ネル４０に収められた１本以上のワイヤ１２、反射裏張り２０、回路３０、および１つ以
上のエミッタ３２を含み得る。いくつかの実施形態では、１つ以上のエミッタ３２は、装
置が患者の口内にあるとき、１つ以上のエミッタ３２が曝され、例えば患者の歯槽軟組織
に接触することができるように、パネル４０内に部分的に収められ得る。パネル４０は、
シリコーンなどの透明で可撓性であり、かつ／または柔軟なポリマーから構成され得る。
他の実施形態では、パネル４０は、アクリルなどの剛性プラスチックであり得る。パネル
４０は、装置が患者によって装着されるとき、患者の口の特定の領域を覆うように成形さ
れ得る。例えば、パネル４０は、患者の歯根の少なくとも４つを覆うのに十分な幅および
長さを有し得る。パネル４２の部分は、患者に快適さをもたらし、装置をフランジ区域に
適合させるように、円形および／または涙形の形状を有することができる。パネル４２の
部分は、鋭くまたは尖った端であると患者の口の前庭を刺激するか、またはその深さが不
快であるため、そのような端を含まない任意の形状を有することができる。
【００３７】
[0095]　いくつかの実施形態では、パネル４０は装置に少なくとも部分的に収められ、マ
ウスガードまたは透明な歯科用アライナーに類似する形状を有することができ、口内で使
用するのに好適な任意の材料から構築され得る。この様式において、パネル４０に収めら
れた構成成分はまた、装置に少なくとも部分的に収められる。いくつかの実施形態では、
パネル４０は、装置に完全に収められる。パネル４０およびその中に収められた構成成分
は、唾液または別の流体がパネル４０と接触できないように、装置内に流体的に封止され
得る。この様式でパネル４０を封止することにより、安全上の利益をもたらし、口腔内装
置の寿命を延長することができ、かつ／または保守作業が少なくて済む。例えば、パネル
４０が装置内に流体的に封止されない場合、装置は流体およびパネル４０からの他の蓄積
物を清掃するために頻繁な保守作業を必要とし得る。
【００３８】
[0096]　エミッタ３２は、光を放射するように動作可能である任意の好適なデバイスであ
り得る。エミッタ３２は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）であり得る。いくつかの実施
形態では、エミッタ３２は、光を放射する光ファイバ（またはその一部分）である。いく
つかの実施形態では、エミッタ３２は、光入力に接続され、１つ以上の光ファイバから光
入力を受信するデバイスである。パネル４０は、本明細書に開示されるＬＥＤ、および光
ファイバエミッタの任意の組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態では、エミッタ３
２は、約６２０ｎｍの波長を有する単色光を放射することができる。他の実施形態では、
エミッタ３２は、約８５０ｎｍの波長を有する単色光を放射することができる。また他の
実施形態では、エミッタ３２は、約６００ｎｍ～約１２００ｎｍの範囲の波長を有する光
を放射する、２つ以上の波長の光を放射する、波長の範囲を通過する、かつ／または広域
スペクトル光もしくは任意の好適な波長または複数の波長を放射するように構成され得る
。エミッタ３２は、本明細書に記載される任意の波長または特性を有する光を放射するよ
うに構成され得る。光のそのような波長および特徴は、本明細書により詳細に記載される
。
【００３９】
[0097]　エミッタ３２は、任意の好適な様式でパネル４０内に位置付けられ、配列され得
る。エミッタ３２は、例えば、装置が患者によって装着されるとき、それらが口の特定の
領域を覆い、それに光を照射するように配列され得る。一例では、各エミッタ３２は、異
なる歯根にわたって位置付けられ、それに光を照射する。別の例では、エミッタ３２は、
エミッタ一式が患者の口の第１の領域（例えば歯根）にわたって位置付けられ、それに光
を照射するように、一緒に一式にまとめられる一方で、別のエミッタ一式は、患者の口の
第２の異なる領域（例えば別の歯根）にわたって位置付けられ、それに光を照射する。こ
の様式では、装置および各対応するパネル４０内のエミッタ３２は、歯科矯正治療の特定
の必要性が合致するように特定の患者用に特別注文することができる。本明細書に記載さ
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れるように、パネル、即ちエミッタ３２は、歯槽軟組織または歯根と接触するか、または
それから特定の距離以内にあってよい。エミッタ３２によって放射される光線量は、エミ
ッタ３２と組織または根との間の距離にわたって生じ得るエネルギーの損失によりエミッ
タ３２が歯槽軟組織または歯根に近ければ歯の移動の調節により有効であり得る。しかし
ながら、いくつかの実施形態では、エミッタ３２によって放射される光の出力密度は、本
明細書に記載されるように、組織または根と接触して、かつ／またはそれから特定の距離
以内にエミッタ３２を位置付けることにより最大にすることができる。
【００４０】
[0098]　いくつかの実施形態では、図３Ｂに示されるように、光放射アレイ１００１は、
第１の部分１００２と、第２の部分１００３とを有する。光放射アレイ１００１の第１の
部分１００２は、第２の部分１００３の光エミッタ密度より大きい光エミッタ密度を含む
ように構成される。いくつかの実施形態では、光放射アレイ１００１の第１の部分１００
２は、光マットの一部分に密織を含む。光放射アレイ１００１の第１の部分１００２（ま
たは光マット）は、アレイの先端部分に配置され得る。出力の増加が短い延在を少なくと
も部分的に補うため、光マットの密織によって生じる頂点での出力密度の増加により、フ
ランジへの短い延在が可能となる。
【００４１】
[0099]　図３Ａを再び参照すると、回路３０は、例えば可撓性回路であり得る。いくつか
の実施形態では、回路３０は、１つ以上のエミッタ３２の作動を制御するように作動可能
なコントローラ（図示せず）を含む。他の実施形態では、回路３０は、口腔内または口腔
外コントローラなどのコントローラに結合され得る。いくつかの実施形態では、コントロ
ーラは、１つ以上のエミッタ３２のそれぞれを独立して制御することができる。例えば、
回路３０を使用して、コントローラは、動作可能／停止状態、強度、周波数、パルス、時
間負荷率、および／または１つ以上のエミッタ３２の任意の他の好適なパラメータを集合
的に、かつ／または個別に制御することができる。装置の使用中にこれらのパラメータの
うちの任意の１つを変更することができる。エミッタ３２のうちの１つ以上の電源を入れ
ることにより、コントローラは１つ以上のエミッタ３２が光を放射することを可能にし、
それによって、骨の再形成および／または歯の移動を促進する。エミッタ３２のうちの１
つ以上の電源を切ることにより、コントローラは、骨の再生が光によって促進されなかっ
たとき、その区域の歯の移動を最小化する。いくつかの実施形態では、パネル４０内の１
つ以上のエミッタ３２が動作中であり得る一方、パネル４０内の１つ以上の他のエミッタ
３２は停止している。いくつかの実施形態では、装置を使用しているとき、１つ以上のエ
ミッタ３２は動作可能状態で開始することができ、しばらくして停止状態に切り替わる。
光の強度を増加または減少させることにより、コントローラは、患者への光の線量を増加
または減少させることができる。光の線量は、強度および時間に基づくため、場合によっ
ては、光の強度を高めることにより、光が患者に施される必要がある時間量を減少させる
ことができる。実際問題として、治療結果をもたらすために、最小時間と強度の両方の生
物学的閾値がある。コントローラは、この閾値でまたはそれを超えてエミッタ３２を作動
させることができる。いくつかの実施形態では、パネル４０内の１つ以上のエミッタ３２
から放射された光の強度を増加させることができる一方、パネル４０内の１つ以上の他の
エミッタ３２から放射された光の強度を減少させることができる。この増加および減少は
、例えば装置の使用中に起こり得る。
【００４２】
[0100]　コントローラは、より高いピーク強度が実現され得るように、周波数および時間
負荷率を制御することができる。高ピーク強度は、より厚い組織および／または光の線量
がより深く施される必要があるときに有用であり得る。いくつかの実施形態では、パネル
４０内の第１のエミッタは、パネル４０内の第２のエミッタが標的とする骨領域よりも歯
槽軟組織の下の深い骨領域に隣接して配置され、それを標的とすることができる。これら
の実施形態では、コントローラは、第１のエミッタが第２のエミッタより高いピーク強度
を有する光を放射するように、第１のエミッタをプログラムし、制御することができる。
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時間負荷率の制御はエミッタを過熱からも保護する。例えば、コントローラは、エミッタ
３２が１秒の１／４００秒間動作し、１秒の３／４００秒間停止しているように、１つ以
上のエミッタ３２を２５％の時間負荷率および周波数１００Ｈｚで作動させることができ
る。停止時間でエミッタ３２を冷却することができ、それによって、高温に関連する任意
の性能低下の可能性を回避する。
【００４３】
[0101]　本明細書に開示されるように、コントローラは、パネル４０内の各エミッタ３２
の様々な光放射特徴を個別にかつ選択的に制御することができ、結果として、各エミッタ
３２はパネル４０内の他のエミッタ３２から独立して作動することができる。具体的には
、パネル４０内の各エミッタ３２は、必要であれば、異なる特徴を有する光を放射するこ
とができる。したがって、パネル４０は、２つ以上の波長の光、または複数の異なる特徴
を有する光を照射することができる。他の実施形態では、コントローラは、パネル４０内
のエミッタ３２の様々な光放射特徴を集合的に制御することができる。場合によっては、
パネル４０内の全てのエミッタ３２は、それらが同じ特徴を有する光を放射するように制
御される。しかしながら、これらのエミッタ３２は、装置の他のパネル内のエミッタから
独立して作動し、制御され得る。例えば、エミッタ３２は約８５０ｎｍの波長を有する光
を放射することができる一方で、別のパネル（例えば図１に示されるパネル３）内のエミ
ッタは約６５０ｎｍの波長を有する光を放射することができる。したがって、放射された
光の特徴は、装置内のパネルごとに変動することができる。他の場合では、パネル４０内
のエミッタ３２は集合体を形成することができ、各集合体内のエミッタは集合的に制御さ
れる。例えば、パネル４０はエミッタ３２の２つの集合体を含むことができ、第１のエミ
ッタの集合体は第１の波長の光を放射することができ、第２のエミッタの集合体は第２の
異なる波長の光を放射することができる。パネル４０およびその中のエミッタ３２は、有
効量の光または光線量が患者に施され、口内の特定の領域が標的とされるように、特定の
患者用に特別注文することができる。この特別注文は、例えば口の１領域が口の別の領域
とは異なる置仮治療を受けるときに有用であり得る。
【００４４】
[0102]　いくつかの実施形態では、装置は、バッテリ（図示せず）などの内部電源を含み
得る。他の実施形態では、装置は、回路３０が外部電源に接続され得るように、ポートを
含み得る。
【００４５】
[0103]　いくつかの実施形態では、回路３０は、装置の温度、患者の歯槽軟組織、および
／または患者の根区域を検出するために、１つ以上のセンサ（図示せず）を含み得る。例
えば、サーミスタまたは類似する温度測定デバイスは、エミッタ３２（例えばＬＥＤアレ
イ）およびパネル４０の温度を監視するため、ならびに患者の口内の温度を測定するため
に回路３０に設置され得る。この情報は、温度関連情報を取得する、ならびに患者の遵守
性を監視する方法として機能し得る。回路が口内に設置されるとき（即ち、回路３０およ
び装置の残りのパネルからの回路）、および装置が光を放射するとき、エミッタの温度は
治療前の周囲温度から正常な体温付近まで上昇する。温度の変化を監視することにより、
コントローラは、温度が上昇し、体温に近づいた期間に基づき、エミッタ３２が口内にあ
る期間を監視することができる。代替えとして、図１８Ａ～図１８Ｃを参照してより詳細
に記載されるように、光検出器は、歯槽軟組織からの光の反射率を測定するために、回路
３０内に、および／またはエミッタ３２と共に設置され得る。この構成は、患者の遵守性
を監視する方法として機能することができ、また装置が患者の口内にない限りエミッタ３
２が作動しないことを確実にする二重安全機構としても機能する。
【００４６】
[0104]　反射裏張り２０は、エミッタ２０によって放射された光が所望の方向、一実施形
態では、実質的には一方向（例えば特定の方向の約１～約１０°）に指向されるように作
動可能である金属箔または他の好適な反射材料であり得る。例えば、反射裏張り２０は、
光が患者の歯槽軟組織または根区域（例えば骨および根を含む歯槽軟組織の下の領域）に
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向かって指向されるように、装置の裏側を画定し得る。
【００４７】
[0105]　ワイヤ１２は、装置を歯槽軟組織および／または歯肉に適合させるように作動可
能である超弾性ワイヤであり得る。いくつかの実施形態では、ワイヤ１２は、１つ以上の
歯を移動させるように作動可能な力など、比較的大きな歯科矯正力および／または成形外
科力を生成することができる。力は、例えば、約１０～約１０００グラムの力であり得る
。いくつかの実施形態では、力は、強い力である。他の実施形態では、装置は、歯科矯正
ブレス、保持装置、および／または任意の他の好適な機能的器具など、別個の口腔内装置
の一部分および／またはそれに結合され得る。いくつかのそのような実施形態では、別個
の口腔内装置は、力を生成するワイヤ１２と併せてまたはそれの代わりに力を生成するこ
とができる。
【００４８】
[0106]　図４～６は、本発明の装置の概略図である。図４に示されるように、いくつかの
実施形態では、１つ以上のエミッタ１３２は、１つ以上の歯１６０の根に配置され得る。
他の実施形態では、図５に示されるように、１つ以上のエミッタ２３２は、１つ以上の歯
２６０の根間に配置され得る。そのような実施形態では、歯２６０の根区域が光に曝露さ
れるのを防止するために、マスクが装置および／または各歯２６０根区域に適用され得る
。本明細書に開示されるように、マスクは、マスクによって覆われた区域に光がほとんど
または全く達しないように、１つ以上のエミッタ１３２から照射された光を遮断する。マ
スクは歯用マスクであり得る。マスクは、不透明および／または反射性であり得る。いく
つかの実施形態では、光が遮断されることが所望される位置でマスクが装置の外表面に設
置され、接着され得るように、マスクは接着表面を含む。いくつかの実施形態では、マス
クはシールの形態である。マスクの接着表面は、１つ以上のパネル（またはその一部分）
に接着し、かつ／またはそれを覆うことができる。いくつかの実施形態では、マスク（ま
たはその一部分）の対向する外表面は、マスクが装置に接着され、装置が患者の口内にあ
るとき、歯槽軟組織（例えば歯槽粘膜）と接触し得る。いくつかの実施形態では、歯２６
０の根区域が光に曝露されるのを防止するために、２つ以上のマスクが装置および／また
は各歯２６０の根区域に適用され得る。いくつかのそのような実施形態では、２種類以上
のマスクが適用され得る。例えば、不透明なマスクと反射性マスクの両方が装置に適用さ
れ得る。
【００４９】
[0107]　他の実施形態では、図６に示されるように、１つ以上のエミッタ３３２が上顎縫
合線、例えば上顎縫合線の正中線を照明するように作動可能であり得る。いくつかの実施
形態では、１つ以上のエミッタ３３２は、成形外科力が上顎縫合に加えられる前、加えら
れている間、および／または加えられた後に上顎縫合線にむかって指向される光を放射す
る。成形外科力は、例えば急速上顎拡大（ＲＭＥ）器具などの歯科矯正器具によって加え
ることができる。ＲＭＥ器具は、上顎の骨の拡張のために上顎抱合線を開き、拡張するた
めに（歯のみが移動する歯科矯正拡大とは逆に）、患者の臼歯に成形外科力を加えること
ができる。光療法は、上顎骨が成長し、骨の拡張により生じた隙間が埋められる速度を促
進するこれらの実施形態において使用することができる。いくつかの実施形態では、本発
明の方法は、骨の充填を促進する、および／または歯科矯正器具が取り外された後の上顎
弓の再発または狭窄の可能性を減少させるのに有用である。いくつかの実施形態では、１
つ以上のエミッタ３３２は、骨再生が光療法を通して刺激されるように、口蓋の正中線に
向かって指向される光を放射する。いくつかの実施形態では、図６に示される装置は、Ｒ
ＭＥ器具または他の似た固定歯科矯正拡張器の周囲に合うように特別注文される。いくつ
かの実施形態では、図６に示される装置は、上顎抱合線を照明する１つ以上のエミッタ３
３２、ならびに歯槽軟組織を照明する１つ以上の他のエミッタを含む。
【００５０】
[0108]　エミッタ１３２、２３２、および／または３３２は、図３Ａに示されるエミッタ
３２に類似する様式で作動することができる。



(13) JP 6007313 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

【００５１】
[0109]　図７は、実施形態に従う装置の概略図である。装置は、パネル４０１、４０２、
４０３、４０４、光源４１０、１つ以上の光ファイバケーブル４２０、およびコントロー
ラ４３０を含む。パネル４０１、４０２、４０３、および／または４０４は、上顎および
／または下顎の根区域に隣接して配置されるように構成され得る。例えば、一実施形態で
は、パネル４０１、４０２、４０３、および／または４０４は、上顎および／または下顎
の根区域と接触する一方、他の実施形態では、パネル４０１、４０２、４０３、および／
または４０４は、上顎および／または下顎の根区域と接触しないが、上顎および／または
下顎の根区域から特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。そのような
構成は、口腔内に電子機器を設置する必要性を排除することができる。
【００５２】
[0110]　光源４１０は光を放射するように作動可能であり得る。例えば、いくつかの実施
形態では、光源４１０は、単色光を出力することができる。例えば、光源４１０は、レー
ザ、ＬＥＤ、および／または任意の他の好適な光源であり得る。光源４１０は、約６００
ｎｍ～約１２００ｎｍの範囲の波長を有する光を放射する、２つ以上の波長の光出力を放
射する、波長の範囲を通過する、および／または広域スペクトル光出力もしくは任意の好
適な波長または複数の波長を放射するように構成され得る。光源４１０は、本明細書に記
載される任意の波長または特性を有する光を出力することができる。
【００５３】
[0111]　光は、１本以上の光ファイバ４２０を介して光源４１０からコントローラ４３０
に輸送され得る。コントローラ４３０は、例えば光学スイッチであり得る。コントローラ
４３０は、１本以上の光ファイバ４２０を介して光源４１０からパネル４０１、４０２、
４０３、および／または４０４に光を選択的に伝送するように作動可能であり得る。例え
ば、コントローラ４３０は、パネル４０１、４０２、４０３、および／もしくは４０４に
送達される光の動作可能／停止状態、強度、周波数、パルス、時間負荷率、ならびに／ま
たは任意の他の好適なパラメータを集合的に、かつ／または個別に制御することができる
。コントローラ４３０は、図３Ａに示されるコントローラに類似して作動することができ
る。
【００５４】
[0112]　いくつかの実施形態では、２本以上の光ファイバ４２０が各パネルに指向され得
る。光ファイバは、図４および図５に示され、それらを参照して記載される装置に類似し
て、根領域に隣接して（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ）または根領域で終結することができ
る。よって、各光ファイバは、光源４１０から根区域に光を指向することができる。２本
以上のファイバ４２０を提供することにより、供給源４１０からの光は、根区域の特定の
部分を照明するように指向および／または制御され得る。この方式では、コントローラ４
３０は、図３、図４および図５に示され、それらを参照して記載されるエミッタ３２、１
３２、および／または２３２に類似して、１つ以上の歯の根領域に光を選択的に適用する
ことができる。
【００５５】
[0113]　図８は、実施形態に従う装置の概略図である。装置は、パネル５０１、５０２、
光源５１０、光ファイバリボン５２０、およびコントローラ５３０を含む。パネル５０１
および５０２は、上顎の根区域ならびに下顎の根区域に隣接して配置されるように構成さ
れ得る。本明細書に開示されるように、パネル５０１および５０２は、例えば最初に上顎
の根区域に隣接して配置することができ、次いで、上顎の歯科矯正治療が完了した後、パ
ネル５０１および５０２は、上顎から取り外され、それらが下顎の根区域に隣接して配置
されるように下顎に設置され得る。一実施形態では、パネル５０１、５０２は、上顎およ
び／または下顎の根区域と接触する一方、他の実施形態では、パネル５０１、５０２は、
上顎および／または下顎の根区域と接触しないが、上顎および／または下顎の根区域から
特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。そのような構成は、口腔内に
電子機器を設置する必要性を排除することができる。
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【００５６】
[0114]　パネル５０１、５０２は、上部分５４２を画定し得る。上部分５４２の断面は、
患者に快適さをもたらし、装置を上顎および下顎のフランジ区域に適合させるように、円
形および／または涙形の形状（図３Ａに示されるパネル４２の部分に類似する）であって
よい。例えば、本明細書に開示されるように、装置は、パネル５０１、５０２の上部分５
４２が上部フランジ区域に適合するように上顎に装着され得、次いで、装置は上顎から取
り外されて、逆さに反転され、次いで、上部分５４２がこの時点で下部フランジ区域に配
置されるように下顎に設置される。この様式では、パネル５０１、５０２の上部分５４２
は、患者の口の上部および下部フランジ区域の両方に合致し、適合するように構成される
。いくつかの実施形態では、パネル５０１、５０２は、例えば装置が上顎から取り外され
、装置を反転させることなく下顎に設置されるように、円形および／または涙形形状の断
面を有する下部分５４１も画定することができる。ここで、上部分５４２とは対照的に、
下部分５４１は、下部フランジ区域に合致するように配置され、構成される。
【００５７】
[0115]　パネル５０１、５０２の部分５４１、５４２は、鋭くまたは尖った端であると患
者の口の前庭を刺激するか、またはその深さが不快であるため、そのような端を含まない
任意の形状を有することができる。いくつかの実施形態では、部分５４１および／または
５４２は、患者に不快さをもたらすであろう力を分散し、圧点を最小化する形状または断
面形状を有する。いくつかの実施形態では、部分５４１および／または５４２は、パネル
５０１、５０２の残りの部分よりも厚い断面を有する。この様式では、部分５４１および
／または５４２は、繊細な粘膜軟組織をそらし、患者にあまりまたは全く不快さを与えず
にフランジを完全に延在させる。より具体的には、部分５４１および／または５４２は、
頬側組織を歯槽から離れてそらすことができる。
【００５８】
[0116]　光源５１０は、図７を参照して、光源４１０と同じ様式で光を放射するように作
動可能であり得る。光は、光ファイバリボン５２０を介して光源５１０からコントローラ
５３０に輸送され得る。コントローラ５３０は、図７を参照して、コントローラ４３０と
同じ様式で光ファイバリボン５２０を介して光源５１０からパネル５０１および／または
５０２に光を選択的に伝送するように作動可能であり得る。例えば、コントローラ５３０
は、パネル５０１および／または５０２に送達される光の動作可能／停止状態、強度、周
波数、パルス、時間負荷率、ならびに／または任意の他の好適なパラメータを集合的に、
かつ／または個別に制御することができる。
【００５９】
[0117]　光ファイバリボン５２０は、リボン５２０のうちの１本以上の光ファイバが各パ
ネル５０１、５０２に電気的に接続され、かつ／またはそれに指向されるように、図８に
示されるように装置に結合され得る。例えば、リボン５２０の光ファイバのうちの１つ以
上は、図４および図５に示され、それらを参照して記載される装置に類似して、根領域に
隣接して（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ）または根領域で終結することができる。よって、
リボン５２０の各光ファイバは、図７を参照して、光ファイバ４２０と同じ様式で、光源
５１０から根区域に光を指向することができる。リボン５２０の光ファイバは、パネル５
０１、５０２を光学的に一緒に結合するように構成され得る。光ファイバリボン５２０は
、例えば１つ以上の束でその中に１本以上の光ファイバを有することができる。例えば、
リボン５２０は、治療に使用される特定の光放射技術またはパターンに応じて、各パネル
５０１、５０２に１本のファイバ～５００本の範囲のファイバを有することができる。光
ファイバリボン５２０は、リボンが装置から患者の口の外側まで快適に延在することがで
きるように、任意の好適な形状および／または寸法を有し得る。例えば、リボン５２０は
約０．５ｃｍ～約１．０ｃｍの幅を有することができる。図８の装置は、パネル５０１お
よび５０２の両方に電気的に結合される単一リボンを有するように図示され、記載される
が、他の実施形態では、装置は２本以上のリボンを含む。例えば、一実施形態では、装置
は２本のリボンを含む。いくつかの実施形態では、１本のリボンはパネル５０１に電気的
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に接続され得、もう一方のリボンはパネル５０２に別個に電気的に接続され得る。いくつ
かの実施形態では、リボン５２０は、織光ファイバ布地である。より具体的には、この実
施形態では、リボン５２０は、布地に織られる１本以上の光ファイバから構成され得る。
いくつかの実施形態では、織光ファイバ布地からの光は、約９０°で放射される、または
布地のパネルに対して垂直に放射される。図８の装置と共に使用することができる織光フ
ァイバ布地の例としては、ＬｉｇｈｔＭａｔ（登録商標）が挙げられ、これはＬｕｍｉｔ
ｅｘ，Ｉｎｃ．（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｕｍｉｔｅｘ．ｃｏｍ／）から市販されてい
る。
【００６０】
[0118]　本明細書に開示されるように、図８の装置は、上顎または下顎のいずれかに設置
され得る。いくつかの実施形態では、図８の装置は、歯科矯正治療中に設置される。例え
ば、治療の開始時に、装置は、装置の上部分５４２が上部フランジ区域に配置されるよう
に上顎に設置され得る。次いで、治療中しばらく経って、患者は上顎から装置を取り外し
、残りの治療として下顎に装置を設置することができる。一実施形態では、装置は、装置
の下部分５４１が下部フランジ区域内に配置されるように下顎に設置され得る。この実施
形態では、装置は、表が上のままである。しかし、別の実施形態では、装置は、装置の上
部分５４２が下部フランジ区域内に配置されるように下顎に設置され得る。換言すると、
患者が自分の上顎から装置を取り外した後、患者は、装置が上下逆となるように装置を１
８０°回転させ、下顎に装置を設置することができる。この実施形態では、上部分５４２
は上と下のフランジ区域の両方に合致する。
【００６１】
[0119]　いくつかの実施形態では、装置は、患者の口に対して装置の位置または配向を決
定することができる位置センサなどの電子デバイスを含む。より具体的には、装置が下顎
への設置のために上下逆（例えば１８０°回転させる）に向きをかえられる実施形態では
、装置は、歯科矯正治療中の患者の口腔内の装置の位置または配向を決定する電子デバイ
スを含み得る。例えば、センサは、装置が上顎または下顎に装着されているか否かを決定
することができる。そのような電子デバイスは、歯科矯正治療中の遵守性の監視に有用で
あり得る。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、１つ以上のスイッチ、センサ、お
よび／または同等物であり得る。
【００６２】
[0120]　図１～図８を参照して本明細書に図示され、記載される装置のいずれも、本明細
書に記載される任意の様式で作動し、機能することができる任意の数のパネルを有するこ
とができる。必ずしも図示されないが、いくつかの実施形態では、パネルは一緒に結合さ
れ、かつ／または１つ以上のユニット内に封入することができる。例えば、図７のパネル
４０３および４０４は、上歯に合致するマウスガードに類似し、一緒に結合され、かつ／
または単一ユニット内に封入することができる。パネル４０１および４０２は、同様に、
下歯に合致するマウスガードに類似する、一緒に結合され、かつ／または単一ユニット内
に封入することができる。光放射パネルを含むマウスガードの例は、図３０～図３７およ
び図４３～図５０に示される。患者の上歯に対して位置付けられるマウスガードが図３７
に示されるが、マウスガードは、患者の下歯に対しても位置付けられることに留意するべ
きである。別の例では、パネル４０３および４０４は、パネル４０３の少なくとも一部分
がパネル４０４の一部分と重複するように一緒に結合され得る。この例のパネル４０３は
、パネル４０４と同じ波長で、または異なる波長で光を放射することができる。さらに、
電力出力および光治療強度は、１つ以上のパネルを層状に重ねるまたは重複させることに
より高めることができる。
【００６３】
[0121]　いくつかの実施形態では、本明細書に記載される口腔内装置のいずれも、マイク
ロプロセッサ、メニュー方式ソフトウェア、およびＬＣＤスクリーンのうちの１つ以上を
格納する携帯型コントローラを含み得る。コントローラは、１回以上の光療法セッション
およびその継続時間を計算し、かつ／または監視するようにプログラムされ得る。ユーザ
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インターフェースは、例えば患者が完了したセッションの数および各セッションにおける
残り時間が分かるように患者にセッション情報を表示することができる。コントローラは
、例えばＵＬ承認電力供給含む任意の好適な電力供給を使用することができる。いくつか
の実施形態では、口腔内装置は、４つの治療アレイを含み得、その各々は、可撓性プリン
ト回路基板と、起伏のあるヒートシンクおよび赤外線伝播レンズ、一実施形態では、プラ
スチックレンズに載置され、コントローラに取り付けられる伝導性ケーブルを有するＬＥ
Ｄ一式とを含み得る。
【００６４】
[0122]　図９は、実施形態に従う装置の概略図である。装置は患者の口腔内光療法用に構
成され得る。装置は、パネル６０１、６０２、光源６１０、および光ファイバ６２０を含
む。パネル６０１、６０２、６０３、および６０４は、例えば図１～８を参照して本明細
書に記載される類似する様式で、上顎の根区域ならびに下顎の根区域に隣接して配置され
るように構成され得る。より具体的には、パネル６０１および６０２は上顎（または下顎
）の前方根区域に隣接して配置され得、パネル６０３および６０４は、上顎（または下顎
）の後方根区域に隣接して配置され得る。換言すると、パネル６０１、６０２、６０３、
６０４は、上顎根区域および下顎根区域のそれぞれの前方（パネル６０１、６０２に関し
て）および後方（パネル６０３、６０４に関して）に配置されるように構成され得る。こ
の様式では、使用中、パネル６０１、６０２は、パネル６０３、６０４に向かう方向に光
を放射するように構成され得、パネル６０３、６０４は、パネル６０１、６０２に向かう
方向に光を放射するように構成され得る。パネル６０１、６０２、６０３、および６０４
は、例えば最初にそれぞれ上顎の前方または後方の根区域に隣接して配置することができ
、次いで、上顎の歯科矯正治療が完了した後、パネル６０１、６０２、６０３、および６
０４は、上顎から取り外され、それらがそれぞれ下顎の前方または後方の根区域に隣接し
て配置されるように下顎に設置され得る。一実施形態では、パネル６０１、６０２、６０
３、および６０４は、上顎および／または下顎の根区域と接触する一方、他の実施形態で
は、パネル６０１、６０２、６０３、および６０４は、上顎および／または下顎の根区域
と接触しないが、上顎および／または下顎の根区域から特定の距離以内（例えば０．１ｃ
ｍ～３ｃｍ以内）にある。いくつかの実施形態では、パネル６０１、６０２は、上頬舌側
および／または下頬舌側の歯槽軟組織に隣接して（例えば、接触するか、またはその特定
の距離以内に）配置されるように構成され得、パネル６０３、６０４は、上舌側および／
または下舌側の歯槽軟組織に隣接して配置されるように構成され得る。そのような構成は
、口腔内に電子機器を設置する必要性を排除することができる。
【００６５】
[0123]　パネルは、例えば図１～図８を参照して記載されるものを含む、本明細書に記載
されるいずれかのパネルの１つ以上に関して類似するか、またはそれと同一であってよい
。各パネル６０１、６０２、６０３、６０４は、光源６１０に延在する光ファイバ６２０
の束と関連付けられている。より具体的には、各パネル６０１、６０２、６０３、６０４
は、光ファイバ６２０の束を介して光源６１０のエミッタ６３２と関連付けられている。
この様式では、各パネル６０１、６０２、６０３、６０４、およびそれぞれのパネルが結
合される任意のハウジング（図９には図示せず）は、光源６１０のエミッタ６３２に光学
的に結合される。
【００６６】
[0124]　光源６１０は、図７を参照すると光源４１０、および／または図８を参照すると
光源５１０と同じ様式で光を放射するように動作可能であり得る。光源６１０は、例えば
、１つ、２つ、３つ、または４つ以上（例えば１０）のＬＥＤ（例えば、図９に示される
ＬＥＤ６１２、６１４、６１６、６１８を含む）を含み得る。例えばＬＥＤ６１２、６１
４、６１６、６１８を含む光源６１０の少なくとも一部分は、装置の外部ハウジングに配
置され得、パネル６０１、６０２、６０３、６０４が本明細書に記載される根区域に隣接
して口腔内に配置されるとき、その少なくとも一部分は経口外に配置されるように構成さ
れる。例えば、装置の外部ハウジングは、パネル６０１、６０２、６０３、６０４が本明
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細書に記載される根区域に隣接して口腔内に配置されるとき、患者の唇によって形成され
る開口部を通して延在することができる。
【００６７】
[0125]　装置は、それを通して１つ以上の開口部６５２を画定するマニホールド６５０を
含み得る。マニホールド６５０の各開口部６５２は、開口部６５２の少なくとも一部分が
漏斗形状であるように、先細りの表面部分６５４を含み得る。光源６１０（例えばＬＥＤ
６１２、６１４、６１６、６１８のうちの１つ）とパネルのうちの１つ（例えばパネル６
０１）との間に延在する光ファイバ６２０の束は、マニホールド６５０の開口部６５２を
通して配置することができる。図１０に図示されるように、束の光ファイバ６２０の端は
、ＬＥＤ６１２上に据え付けられるか、またはそれに隣接する。例えば、いくつかの実施
形態では、束の光ファイバ６２０の端は、ＬＥＤパッケージ（例えば、図１２に示される
、例えばＬＥＤ６１２を含み得るＬＥＤパッケージ６３２）また他の好適な光源上に据え
付けられる。ＬＥＤパッケージ（または他のエミッタ）６３２に近接するマニホールド６
５０の開口部６５２の部分のうちの少なくとも１つ、またはＬＥＤパッケージ（または他
のエミッタ）６３２は、光ファイバ束の直径以下の直径を有し得る。例えば、図１２に示
されるように、光ファイバ束６２０、およびＬＥＤパッケージ６３２に近接するマニホー
ルド６５０の開口部６５２のそれぞれは、直径Ｄを有する。漏斗形状のマニホールドを使
用することにより、光ファイバ６２０をより小さい束の群に編成することが可能となり、
それによって、かさばった搭載フェルールのいずれの必要性を排除する。マニホールド６
５０を介した光ファイバ６２０のそのような編成は、本明細書にさらに詳細に記載される
ように、個々のパネル６０１、６０２、６０３、６０４を指定することも行う。
【００６８】
[0126]　光は、光ファイバ６２０を介して光源６１０のＬＥＤ（例えばＬＥＤ６１２、６
１４、６１６、６１８）からパネル６０１、６０２、６０３、および／または６０４に輸
送され得る。例えば、コントローラ（図９に図示せず）は、パネル６０１、６０２、６０
３、および／または６０４に送達される光の動作可能／停止状態、強度、周波数、パルス
、時間負荷率、ならびに／または任意の他の好適なパラメータを集合的に、かつ／または
個別に制御することができる。
【００６９】
[0127]　光ファイバ６２０は、光ファイバ６２０の束が各パネル６０１、６０２、６０３
、６０４に電気的に接続され、かつ／またはそれに指向されるように、図９に示されるよ
うに装置に結合され得る。例えば、光ファイバ６２０は、光ファイバ６２０の近位端が光
源６１０およびマニホールド６５０のうちの少なくとも１つに結合されるか、またはそれ
に隣接するように、かつ光ファイバ６２０の遠位端が１つ以上のパネル６０１、６０２、
６０３、および／または６０４に結合されるか、またはそれに隣接するように結合され得
る。１つ以上の光ファイバ６２０（即ち、光ファイバのうちの１つ以上の遠位端）は、図
４および５に示され、それらを参照して記載される装置に類似して、根領域に隣接して（
例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ）または根領域で終結することができる。よって、各光ファイ
バ６２０は、図７を参照して、光ファイバ４２０と同じ様式で、光源６１０から根区域に
光を指向することができる。光ファイバ６２０は、パネル６０１、６０２、６０３、およ
び／または６０４を一緒に光学的に結合するように構成され得る。光ファイバ６２０は、
任意の適切な数のファイバで束ねることができる。例えば、各パネル６０１、６０２、６
０３、および／または６０４は、治療に使用される特定の光放射技術またはパターンに応
じて、１本のファイバ～５００本のファイバの範囲の束を伴うことができる。光ファイバ
６２０は、ファイバがパネルから患者の口の外側に配置される光源６１０まで快適に延在
することができるように、任意の好適な形状および／または寸法を有し得る。光ファイバ
６２０は、例えば約０．５ｃｍ～約１．０ｃｍの集合幅を有する。カラー６２２は、ファ
イバの束を一まとめにするために光ファイバ６２０の束のうちの１つ以上を周囲に配置す
ることができる。図９～１２に示される装置は、例えば歯科矯正治療中に上顎または下顎
のいずれかに設置され得る。
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【００７０】
[0128]　図１３は、実施形態に従う装置の概略図である。装置は患者の口腔内光療法用に
構成され得る。装置は、例えば図９～図１２を参照して本明細書に記載される装置を含む
、本明細書に記載される他の口腔内光療法装置の１つ以上の観点において類似するか、ま
たはそれと同一であってよい。装置は、口腔内ハウジング７８０と、口腔内ハウジングが
口腔内に配置されるとき、ハウジングの少なくとも一部分が口腔外に配置されるように口
腔内ハウジングの前部分から延在する外部ハウジング７９０とを含む。
【００７１】
[0129]　口腔内ハウジング７８０は、１つ以上のパネル７０１、７０２、７０３、７０４
を含む。パネル７０１、７０２、７０３、７０４は、光放射アレイ、ファイバマット、有
機ＬＥＤ（「ＯＬＥＤ」）、または前述の任意の好適な組み合わせを含み得る。パネル７
０１、７０２、７０３、７０４は、パネル６０１、６０２、６０３、６０４を参照して、
本明細書に記載される任意の様式で患者の口腔内に配置されるように構成され得る。
【００７２】
[0130]　口腔内ハウジング７８０は、顎の前方根区域（または頬側歯槽軟組織）に隣接し
て位置付けられるように構成されるパネル７０１、７０２と、顎の後方根区域（または舌
側歯槽軟組織）に隣接して位置付けられるように構成されるパネル７０３、７０４との間
に接続され得る。いくつかの実施形態では、口腔内ハウジング７８０は、パネル７０１の
下部分（図１３に図示せず）とパネル７０４の下部分（図１３に図示せず）との間、およ
び同様に、パネル７０２の下部分（図１３に図示せず）とパネル７０３の下部分（図１３
に図示せず）との間に延在するように構成される下部分を含む。この様式では、口腔内ハ
ウジング７８０は、パネル７０１、７０２、７０３、７０４を含む、口腔内ハウジングの
下部分および口腔内ハウジングの上部分により画定される陥凹部分７８２、７８３を含み
得る。陥凹部分７８２、７８３は、患者の歯列の少なくとも一部分を受容するように、ま
たはその周囲に配置されるように構成され得る。より具体的には、陥凹部分７８２、７８
３は、パネル７０１、７０２、７０３、７０４を含む口腔内ハウジングの上部分が上顎お
よび／もしくは下顎の歯槽軟組織または根区域に隣接して配置される、および／またはそ
れと接触するように、口腔内ハウジングの下部分の患者の歯列の少なくとも一部分を受容
するのに十分な深さを有するように構成される。
【００７３】
[0131]　光ファイバ７２０は、１つ以上の光ファイバが各パネル７０１、７０２、７０３
、７０４に電気的に接続され、かつ／またはそれに指向されるように、パネル７０１、７
０２、７０３、７０４と、外部ハウジング７９０（例えば装置が使用されているとき、口
腔の外側に留まるように構成される外部ハウジングの前部分）に配置される光源（図１３
に図示せず）との間に延在する。例えば、光ファイバ７２０のうちの１つ以上は、図４お
よび７に示され、それらを参照して記載される装置に類似して、根領域に隣接して（例え
ば０．１ｃｍ～３ｃｍ）または根領域で終結することができる。よって、各光ファイバ７
２０は、図７を参照して記載される光ファイバ４２０と同じ様式で、光源から根区域に光
を指向することができる。光ファイバ７２０は、パネル７０１、７０２、７０３、７０４
の任意の組み合わせを一緒に光学的に結合するように構成され得る。装置は、任意の好適
な数の光ファイバを有することができる。例えば、装置は、治療に使用される特定の光放
射技術またはパターンに応じて、各パネル７０１、７０２、７０３、７０４に１本のファ
イバ～５００本の範囲のファイバを有することができる。光ファイバ７２０は、マニホー
ルド７５０によって光源に接続され得る。マニホールドは、図１０～図１２を参照して記
載されるマニホールド６５０の１つ以上の観点において類似するか、またはそれと同一で
あってよく、よって、本明細書に詳細に記載されない。
【００７４】
[0132]　光源は、図９～図１２を参照して本明細書に記載される光源６１０の１つ以上の
観点において類似するか、またはそれと同一であってよく、よって、本明細書に詳細に記
載されない。光源は光を放射するように作動可能であり得る。例えば、いくつかの実施形
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態では、光源は、単色光を出力することができる。例えば、光源は、レーザ、ＬＥＤ、お
よび／または任意の他の好適な光源であり得る。光源は、約６００ｎｍ～約１２００ｎｍ
の範囲の波長を有する、または本明細書に開示される任意の波長もしくは複数の波長範囲
の光を放射する、２つ以上の波長の光出力を放射する、波長の範囲を通過する、および／
または広域スペクトル光出力もしくは任意の好適な波長または複数の波長を放射するよう
に構成され得る。光源は、本明細書に記載される任意の波長または特性を有する光を出力
することができる。
【００７５】
[0133]　外部ハウジング７９０は、図１４に示されるように、電源７９２および電子回路
７９４を含む。電源７９２は、例えば再充電可能なバッテリを含むバッテリであり得る。
電子回路７９４は、回路基板を含み得る。電子回路７９４および任意の関連する電子機器
は、即ち、歯科矯正治療中に装置を制御するように構成され得る。例えば、電子回路は、
光源および／また光ファイバ７２０の作動状態、波長、強度、周波数、または光放射の継
続時間のうちの少なくとも１つを制御するように構成される。装置は治療中に外部構成成
分へのいかなる物理的接続を必要としないため（例えば、外部光源、外部コントローラ、
または外部電源への接続を必要としない）、装置は自己完結型と特徴付けされ得る。
【００７６】
[0134]　装置は、装置が真っ直ぐにもしくは上下逆（例えば１８０°回転した）位置また
は配向であるか否か（即ち、装置が上顎または下顎に関して配向されるか否か）を決定す
るように構成され得る。例えば、いくつかの実施形態では、外部ハウジング７９０は、位
置センサ、ジャイロスコープ、および加速度センサのうちの少なくとも１つを含む。ジャ
イロスコープおよび／または加速度センサは、装置の位置（または配向）を決定するよう
に構成される１つ以上のセンサを含み得る。
【００７７】
[0135]　いくつかの実施形態では、装置は、図１５に示されるように、充電スタンド７７
０も含むシステムに含まれる。充電スタンド７７０は、装置の少なくとも一部分（例えば
、口腔内ハウジング７８０および／または外部ハウジング７９０の少なくとも一部分）、
接続アセンブリ７７２、およびディスプレイ７７６を受容するように構成される受容部分
７７４を画定する。接続アセンブリ７７２は、外側ハウジング７９０に配置される電源７
９２の充電（また再充電）を容易にするように構成される。いくつかの実施形態では、接
続アセンブリ７７２は、電源７９２の充電を容易にするために、装置の接続アセンブリ７
９６に結合するための物理的またはワイヤ接続を提供する。例えば、接続アセンブリ７７
２は、装置または充電スタンド７７０のうちの１つに配置されるソケット、および装置ま
たは充電スタンドのうちのもう一方に配置される対応するプラグを含み得る。いくつかの
実施形態では、接続アセンブリ７７２は、電源７９２を無線で充電するように構成される
。例えば、接続アセンブリ７７２は、電源７９２を誘導的に充電するように構成され得る
。充電スタンド７７０のディスプレイ７７６は、器具および／または充電スタンドに関連
する情報を表示するように構成される。例えば、ディスプレイ７７６は、電源７９２の充
電の状態または量に関連する情報、治療プロトコルに関連するパラメータ、および／また
は充電スタンド７７０または装置のうちの１つを使用するための説明書を表示するように
構成され得る。いくつかの実施形態では、充電スタンド７７０は、装置と一方向または双
方向通信するように構成される。この様式では、治療プロトコルおよび／または治療歴（
例えば処方された治療プロトコルの患者の使用状況また遵守性）に関連する情報は、最新
情報が装置と充電スタンドとの間で伝達されるため、治療プロトコルおよび／または治療
歴に対する任意の変更を含む更新情報を含む。
【００７８】
[0136]　図１６は、実施形態に従う装置の概略図である。装置は患者の口腔内光療法用に
構成され得る。装置は、１つ以上の観点において類似してよく、装置の１つ以上の観点に
関して類似するまたは同一の構成成分、および図１３～図１５を参照して本明細書に記載
されるものを含む、本明細書に記載される関連する構成成分を含む。例えば、装置は、口
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腔内ハウジング８８０および外部ハウジング８９０を含む。口腔内ハウジング８８０は、
口腔内に配置されるように構成される。外部ハウジング８９０は、外部ハウジングの少な
くとも一部分が患者の唇によって形成される開口部を通して延在することができ、かつ口
腔内ハウジングが口腔内に配置されるとき、外部ハウジングの少なくとも一部分が口腔の
外側に配置されるように口腔内ハウジング８８０の前方から延在する。
【００７９】
[0137]　口腔内ハウジング８８０は、本明細書に記載される任意の好適な様式で口腔内に
位置付けられるように構成され得る。口腔内ハウジング８８０は、上顎および／もしくは
下顎の前方根区域（ならびに／または頬側歯槽軟組織）に隣接して配置されるように構成
される第１の光放射アレイ８０１と、上顎および／もしくは下顎の舌側根区域（ならびに
／または舌側歯槽軟組織）に隣接して配置されるように構成される第２の光放射アレイ８
０２とを含む。例えば、図１６に概略的に示される上面図から、口腔内ハウジング８８０
は、Ｕ字型または馬蹄型の形状に類似する形状を有し得る。よって、つまり、第１の光放
射アレイ８０１は、口腔内ハウジング８８０のＵ字型形状の外側部分に配置され、第２の
光放射アレイ８０２は、口腔内ハウジングのＵ字型形状の内側部分に配置される。この様
式では、使用中、光放射アレイ８０１、８０２は、光放射アレイ８０３、８０４に向かう
方向に光を放射するように構成され得、光放射アレイ８０３、８０４は、光放射アレイ８
０１、８０２に向かう方向に光を放射するように構成され得る。
【００８０】
[0138]　光放射アレイ８０１、８０２は、口腔内ハウジング８８０が構築される材料に少
なくとも部分的に埋め込まれる。口腔内ハウジング８８０は、例えばシリコーン、または
別の柔らかい、例えば柔軟な材料を含む、任意の好適な材料から構築され得る。例えば、
光放射アレイ８０１、８０２は、口腔内ハウジング８８０が構築される材料に少なくとも
部分的に埋め込まれるＬＥＤ、ＯＬＥＤ、光放射半導体、またはそれらの任意に好適な組
み合わせを含み得る。いくつかの実施形態では、光放射アレイ８０１、８０２は、口腔内
ハウジング８８０材料に完全に埋め込まれる。
【００８１】
[0139]　口腔内ハウジング８８０は、図１３を参照して陥凹部分７８２に関して記載され
るものと類似する様式で陥凹部分８８２を画定することができ、よって、陥凹部分７８２
は本明細書において詳細に記載されない。
【００８２】
[0140]　外部ハウジング８９０は、電源８９２、電子回路８９４、および配向感知機構（
図１６に図示せず）を含む。この様式では、装置は、自己完結型と特徴付けされ得る。電
源８９２（例えばバッテリ）は、電子回路８９４を介して光放射アレイ８０１、８０２に
電力を提供するように構成される。電子回路８９４は、例えば歯科矯正治療中に装置を制
御するように構成され得る。配向感知機構は、装置の位置または配向、例えば装置が上顎
に対する位置付けに関して真っ直ぐであるか、または下顎に対する位置付けに関して上下
逆であるかを判断するように構成される。配向感知機構は、位置センサ、ジャイロスコー
プ（例えば半ジャイロスコープ（ｓｅｍｉ－ｇｙｒｏｓｃｏｐｅ））、および加速度セン
サのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００８３】
[0141]　装置は、図１３～図１５を参照して本明細書に記載される装置と類似する様式で
、充電スタンド７７０などの充電スタンドと共に使用されるように構成され得る。
【００８４】
[0142]　図１３～図１６に関して記載される装置は、充電スタンド（例えば充電スタンド
７７０）と共に使用するために構成されるように記載されてきたが、他の実施形態では、
自己完結型装置は、電源を充電する、かつ／または装置による光の放射を制御するために
異なって構成され得る。例えば図１７を参照すると、装置は、口腔内に配置されるように
構成される口腔内ハウジング９８０と、口腔内ハウジングが口腔内に配置されるとき、外
部ハウジングの少なくとも一部分が口腔の外側であるように、患者の唇によって形成され
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る開口部を通して延在するように構成される外部ハウジング９９０とを含む。口腔内ハウ
ジング９８０は、１つ以上の観点において類似してよく、本明細書に記載される口腔内光
療法用の任意の口腔内ハウジングまたは装置のものに類似するか、またはそれと同一であ
る構成成分を含み得る。外部ハウジング９９０は、１つ以上の観点において類似してよく
、本明細書に記載される外部ハウジング７９０および８９０のものに類似するか、または
それと同一である構成成分を含み得る。
【００８５】
[0143]　外部ハウジング９９０の電源（図１７に図示せず）は、コネクタ９７２（例えば
ＵＳＢミニまたはマイクロプラグ）を介して充電されるように構成される。装置は、スマ
ートフォン（例えばｉＰｈｏｎｅ（登録商標）またはＡｎｄｒｏｉｄ（商標）系デバイス
）を含む携帯電話などの外部電子デバイスと電子的に連結されるか、または組み合わせる
ことができる。装置は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）または他の無線接続などを介し
て外部電子デバイスとの無線双方向通信用に構成され得る。例えば、装置は、外部電子デ
バイスに患者の使用状況および／または治療プロトコルの遵守性に関連する情報を伝送す
るように構成され得、医学的治療、例えば歯科矯正治療に関連する外部電子デバイスから
情報を受信するように構成され得る。外部電子デバイスに読み込まれるアプリケーション
は、装置を使用する歯科矯正治療を監視し制御するため、および／または患者の使用状況
履歴および／または処方された治療プロトコル遵守履歴を記録し、見直すために使用され
得る。
【００８６】
[0144]　いくつかの実施形態では、ある実施形態に従う装置は、装置によって患者の歯周
組織（例えば上顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織の一部分）
に照射される、それによって吸収される、または反射される光の量、例えばその強度もし
くは継続時間を検出するように構成される。この様式では、例えば、ある実施形態に従う
装置は、本明細書に記載されるように、処方された歯科矯正治療プロトコルの患者の遵守
性を評価するように構成され得る。図１８Ａを参照すると、ある実施形態に従う装置は、
本明細書に記載されるいずれの光放射アレイに類似するまたは同一であり得る放射アレイ
１１０１と、１つ以上の光検出器１１０２を含み得る。いくつかの実施形態では、光放射
アレイ１１０１は、上顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織の一
部分の区域、もしくはそれに関連する区域を照明するように作動可能である１つ以上のエ
ミッタを含む。光検出器のうちの１つ以上のセンサなどの光検出器１１０２の少なくとも
一部分は、光放射アレイ１１０１によって放射される光（即ち、光子）の伝達、または歯
槽軟組織（および関連する歯槽）からのその反射率を検出するために、口腔内に位置付け
されるように構成される。例えば、光検出器１１０２またはそのセンサは、口腔内の宮殿
（ｐａｌａｔｉａｌ）表面上に位置付けることができ、口腔の外側に配置される光検出器
の一部分と電気通信にあってよい。歯科矯正治療中の光検出器１１０２による光伝達の検
出は、数秒毎に光検出器を起動させる。装置は、光の減衰が光検出器によって既定の期間
内に検出されない場合、電源が切れるように構成され得る。装置は、光の検出履歴、およ
び検出の欠如のため電源が切られた装置の記録を保存するように構成され得る。そのよう
な使用状況情報は、患者が処方された歯科矯正治療プロトコルに遵守しているか否かを決
定するために使用され得る。この構成は、装置が患者の口内にない限り、光放射アレイ１
１０１が作動しないことを確実にする二重安全機構としても機能する。この構成は、本明
細書に記載されるように、情報が患者に施される光療法の使用状況をカスタマイズするた
めに使用され得る場合、患者の骨密度ついての情報を得るためにも使用され得る。前述の
遵守評価機構は、本明細書に記載される口腔内光療法用の任意の装置に含まれるか、また
はその中に組み込むことができる。
【００８７】
[0145]　別の例では、図１８Ｂを参照すると、ある実施形態に従う装置は、装置によって
患者の歯周組織（例えば上顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織
の一部分）に照射される、それによって吸収される、または反射される光の量、例えばそ
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の強度もしくは継続期間を検出するように構成される。例えば、装置は、根区域が曝露さ
れる光の量または線量から根区域に照射される、それによって吸収される、または反射さ
れるエネルギー密度を決定するように構成され得る。装置は、装置によって放射される光
の量が、本明細書に記載されるように、患者の歯周組織に照射される、それによって吸収
される、または反射される検出された光の量、強度、および／または継続時間（またはエ
ネルギー密度）に基づき調節されるべきであるか否かを決定するようにも構成される。
【００８８】
[0146]　いくつかの実施形態では、装置は、第１のフランジ１１１０とおよび第２のフラ
ンジ１１１６を有するマウスピースを含む。第１のフランジ１１１０は、１つまたは複数
の光エミッタ１１１１を含み、マウスピースが患者の口腔内に配置されるとき、上顎およ
び／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織の第１の部分（一般的に組織Ｔと
称される）の頬側に隣接して配置されるように構成される。いくつかの実施形態では、１
つまたは複数の光エミッタ１１１１は、第１のフランジ内に少なくとも部分的に、または
完全に収められ得る。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の光エミッタ１１１１は
、第１のフランジの表面上に配置される。１つまたは複数の光エミッタ１１１は、それか
ら放射された光が上顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織の第１
の部分に指向されるように位置付けられる。１つまたは複数の光エミッタ１１１は、経路
１１１３などを介してコントローラ１１１４と電気通信にあるように構成される。この様
式では、コントローラ１１１４は、１つまたは複数の光エミッタ１１１１による光の放射
に影響を及ぼすパラメータ（例えば継続時間、強度、および波長）を制御することができ
る。
【００８９】
[0147]　マウスピースの第２のフランジ１１１６は、１つ以上の光検出器１１１２を含み
、マウスピースが患者の口腔内に配置される（および第１のフランジが上顎および／もし
くは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織の第１の部分の頬側に隣接して配置される
）とき、上顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織の、第１の部分
に対向する第２の部分の宮殿（ｐａｌａｔｉａｌ）側または舌側に隣接して配置されるよ
うに構成される。光検出器１１１２は、第２のフランジ１１１６内に少なくとも部分的に
、または完全に収められ得る。光検出器１１１２は、第１の部分と第２の部分との間の上
顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／または歯槽軟組織を通過する光を受信するよ
うに構成される。光検出器１１１２は、経路１１１８などを介してコントローラ１１１４
と電気通信にあるように構成される。光検出器１１１２は、光検出器１１１２によって受
信される光に関連する情報をコントローラ１１１４に伝達するように構成される。例えば
、光検出器１１１２は、受信した光の強度に関連する情報をコントローラ１１１４に伝達
することができる。
【００９０】
[0148]　コントローラ１１１４は、例えば患者の組織を通した標的光伝達を実現するため
に、１つまたは複数の光エミッタ１１１１による光放射のパラメータが調節されるべきで
あるか否かを決定するためのアルゴリズムを実行するように構成される。例えば、コント
ローラ１１１４は、光検出器１１１２によって受信され、コントローラ１１１４に伝達さ
れた光に関連する情報、ならびに１つまたは複数の光エミッタ１１１１による光放射に関
連する１つ以上の既知のパラメータ（例えば継続時間、強度、および波長）に基づくアル
ゴリズムを実行することができる。コントローラ１１１４は、前述の決定に基づき、１つ
または複数の光エミッタ１１１１による光放射の１つ以上のパラメータを調節するように
構成され得る。コントローラ１１１４によって調節されるか、または制御され得る光放射
のパラメータは、１つまたは複数のエミッタ１１１１によって放射される光の強度、１つ
または複数の光エミッタ１１１１による光の放射の継続時間、１つ以上の光の波長、また
は強度、継続時間、および波長のうちの１つ以上を含む。
【００９１】
[0149]　いくつかの実施形態では、コントローラ１１１４は、装置のマウスピースが上顎
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構成される。例えば、コントローラ１１１４は、１つまたは複数の光エミッタ１１１１に
、既知の強度、継続時間、または波長で光を放射させることができる。次いで、コントロ
ーラ１１１４は、根区域を通して光の伝達に関連する情報を光検出器１１１２から受信し
、次いで、受信した情報に基づき、光が上顎根区域または下顎根区域を通して伝達された
か否かを決定することができる。換言すれば、コントローラ１１１４は、光検出器１１１
２によって受信された光伝達が第１の値範囲内である場合、マウスピースが上顎に対して
位置付けられたか、または光検出器１１１２によって受信された光伝達が第２の値範囲内
である場合、マウスピースが下顎に対して位置付けられたか否かを決定することができる
。
【００９２】
[0150]　いくつかの実施形態では、装置は、下顎および上顎のそれぞれに対して処方され
た治療計画前またはその開始時に較正されるように構成される。この様式では、マウスピ
ースは上顎に対して位置付けられ、次いで、光は１つまたは複数の光エミッタ１１１１に
よって放射され、上顎根区域を通して伝達される光に基づくエネルギー密度は光検出器１
１１２によって検出される。上顎に関して、本明細書においてＩ比率と称される光伝達ま
たは反射率（場合によっては）の値は以下のように計算することができ、Ｉ送達は、エミ
ッタによって放射された光の値（例えば、ｍＷ／ｃｍ２で測定される強度）であり、Ｉ伝

達は、光検出器によって受信された光の値（例えば、ｍＷ／ｃｍ２で測定される強度）で
ある。
【数１】

同様に、下顎に関して、Ｉ比率は以下のように計算することができる。
【数２】

【００９３】
[0151]　Ｉ比率は、例えば、少なくとも一部光子出力密度に基づき得る。コントローラ１
１１４は、Ｉ比率値（即ち、

および／または

）を保存するように構成され得る。この様式では、装置は、マウスピースが上顎または下
顎に対して最適に位置付けられるか否かを決定するために、保存した値を参照することが
できる。図１８Ａを参照して本明細書に記載される類似する様式では、装置は、歯科矯正
治療計画の継続時間全体を通して患者の遵守性を監視するように構成され得る。使用中、
各Ｉ比率値は、以下の計算に従い患者の許容範囲に基づき調節され得る：
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±％許容範囲。いくつかの実施形態では、コントローラ１１１４は、Ｉ送達強度を選択的
に変更する（例えば増加または減少する）ことなどにより、所望のＩ伝達を実現するため
にＩ送達を調節するように構成される。
【００９４】
[0152]　Ｉ比率は、ｍＷ／ｃｍ２で測定されるように本明細書に記載されるが、いくつか
の実施形態では、Ｉ比率は、所望の照明パラメータまたは特性に見合う異なる測定単位を
使用して測定され得る。例えば、Ｉ比率は、光波長（例えばナノメートルで）に対して測
定され得る。この様式では、コントローラ１１１４は、例えば患者の組織に吸収され、か
つ／または発色団によって伝達された波長の変化によって表される、細胞の光吸収状態を
分析するように構成され得る。
【００９５】
[0153]　図１８Ｃを参照すると、ある実施形態に従う装置は、上顎および／もしくは下顎
の根区域ならびに／または歯槽軟組織の一部分に向かって放射される光の量、強度、波長
、および／または継続時間を制御し、上顎および／もしくは下顎の根区域ならびに／また
は歯槽軟組織を通過する光の量、強度、波長、および／または継続時間を検出するように
構成される。装置は、例えば図１８Ａおよび１８Ｂを参照して本明細書に記載される装置
など、本明細書に記載される任意の他の装置の構成成分と多くの点において類似する、も
しくはそれと同一である構成成分と多くの点において類似する、またはそれと同一である
、あるいはそれを含み得る。いくつかの実施形態では、装置は、根区域の頬側に配置され
るように構成される第１のフランジ１１２０と、根区域の宮殿（ｐａｌａｔｉａｌ）もし
くは舌側に配置されるように構成される第２のフランジ１１２６とを有するマウスピース
を含む。
【００９６】
[0154]　１つ以上の光エミッタ（例えば複数の光エミッタ）１１２１は、第１のフランジ
１１２０に配置される。１つ以上の光エミッタ１１２１は、個々に指定可能な（または制
御可能な）区画１１２３を含む。１つ以上の光エミッタ１１２１の区画により光の放射に
影響を及ぼすパラメータ（例えば強度、継続時間、および／または波長）は、１つ以上の
光エミッタの異なる区画と別個にかつ独立して制御され得る。換言すると、１つ以上の光
エミッタ１１２１によって放射された光の強度、継続時間、および／または波長は、１つ
以上の光エミッタの様々な区画１１２３の間で変動し得る。第２のフランジ１１２６は、
１つ以上の光検出器（例えば複数の光検出器１１２２）を含む。複数の光検出器１１２２
は、２つ以上の離散した光検出器１１２４を含み得る。いくつかの実施形態では、１つ以
上の光検出器１１２２は、１つ以上の光エミッタ１１２１の区画１１２３の数に等しいい
くつかの光検出器１１２４を含む。この様式では、各光検出器１１２４は、１つ以上の光
エミッタ１１２１の対応する区画１１２３によって放射され、区画１１２３と光検出器１
１２４との間の根区域を通過する光を受信するように構成され得る。この様式では、１つ
以上の光エミッタ１１２１の各区画による光放射は、歯槽の寸法が変動し得る異なる患者
の治療目標および／または生体構造の多様性に適応するように調節され得る。これらの調
節は、対応する光検出器１１２４により受信された光に少なくとも一部基づき得る。
【００９７】
[0155]　いくつかの実施形態では、図１８Ａ～図１８Ｃを参照して本明細書に記載される
装置など、光伝達または反射を感知するための光検出器を含む装置は、初期較正を行うよ
うに構成される。例えば、いくつかの実施形態では、装置を較正するために、患者は、口
腔の上弓に装置を設置する。装置は、内部配向感知機構（例えばジャイロスコープ）を使
用して、その配向（即ち、表が上または上下逆）を記録する。１つ以上のＬＥＤなどの光
源が起動される。１つ以上の光ファイバは、それらの遠位端で受信機および光検出器とし
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て機能し、これらは光子もしくは光の伝達もしくは反射率を決定するように構成される。
光源の起動および受信機／光検出器ファイバによる光伝達または反射率の決定は、２回ま
たは３回など繰り返される。光伝達または反射率の平均値が計算され、計算された平均値
が歯科矯正治療中の閾値または範囲として使用される。検出された光の量が閾値または範
囲と一致しなくなる場合、装置は、歯科矯正治療を停止するように動作を停止する。
【００９８】
[0156]　いくつかの実施形態では、装置は、患者の口腔内の湾曲および／または患者の組
織の他の身体的特質に合うように成形される口腔内ハウジングを含む。例えば図２０～２
２を参照すると、ある実施形態に従う装置は、患者の頬側歯槽軟組織に隣接して配置され
るように構成される前部分１２８２と、患者の舌側歯槽軟組織に隣接して配置されるよう
に構成される後部分１２８４とを含む口腔内ハウジング１２８０を含む。正中線Ｍは、そ
れぞれ、口腔内ハウジング１２８０の前部分と後部分１２８２、１２８４の左側と右側（
本明細書においてウイングまたはフランジとも称される）を分ける。いくつかの実施形態
では、左側と右側の高さは、通常の門歯根の長さおよび小臼歯の長さを含む長さに対応す
るように構成される。犬歯に隣接するように構成される側面の一部分は、側面の異なる（
例えば門歯）部分と比較してわずかに延在しないか、またはそれより短くてよい。例えば
、頬側歯槽軟組織に隣接して配置されるように構成される第１の光放射アレイまたはマッ
ト（図２０～図２２に図示せず）は、２本の臼歯の幅と実質的に等しい長さを有すること
ができる。例えば、舌側歯槽軟組織に隣接する歯の宮殿（ｐａｌａｔｉａｌ）側に配置さ
れるように構成される第２の対応する光放射アレイまたはマットは、第１の光放射アレイ
と類似する長さを有することができる。口腔内ハウジング１２８０は、第１および第２の
側面に対して、例えば上硬口蓋に対して垂直に移動するように構成され得る宮殿（ｐａｌ
ａｔｉａｌ）部分またはウイング１２８８を含み得る。
【００９９】
[0157]　口腔内ハウジング１２８０は、それぞれが、口腔内ハウジングの前部分１２８２
の下表面から延在する（例えば下方向に）第１の部分と、口腔内ハウジングの後部分１２
８４の下表面から延在する（例えば下方向に）第２の部分と、セグメント１２８６の第１
の部分の端と第２の部分の端との間に延在する第３の部分とを含む、１つ以上の明確なセ
グメント１２８６を含む。この様式では、セグメント１２８６（咬合パッドとも称される
）は、口腔内ハウジング１２８０が本明細書に記載されるように口腔内に配置されるとき
、各セグメントに隣接する１つ以上の歯冠の少なくとも一部分の周囲に配置されるように
構成される。セグメント１２８６は、口腔内ハウジング１２８０の前部分１２８２に対し
て相互から側方に離間する。この様式では、口腔内ハウジング１２８０が本明細書に記載
されるように口腔内に配置されるとき、セグメント１２８６または咬合パッドは、全ての
歯より少ない歯冠の周囲に配置される。いくつかの実施形態では、患者の歯の第１の数が
セグメント１２８６によって覆われ、第１の数より多い第２の数はセグメントによって覆
われない。例えば、各セグメント１２８６は、１つまたは２つの歯冠の周囲に配置される
のに十分な高さ、幅、および／または深さを有し得る。使用中、患者は、口腔内に口腔内
ハウジング１２８０の一部分を維持するなどのために、歯科矯正治療中にセグメント１２
８６を噛みしめることができる。本明細書に記載されるセグメントまたは咬合パッドを使
用することにより、装置の表面積に関連するかさを減少し、よって患者の快適さを増強す
るようにも機能する。
【０１００】
[0158]　セグメント１２８６は、口腔内ハウジング１２８０の前部分および後部分１２８
２、１２８４と類似する、もしくは同一の、または異なる材料から構築され得る。例えば
、口腔内ハウジング１２８０の前部分および後部分１２８２、１２８４は、シリコーンな
どの柔らかい、例えば柔軟な材料から構築され得、セグメント１２８６は、硬く、あまり
柔軟ではない材料、例えば柔らかいシリコーンなどの柔らかい材料を外側被覆したシリコ
ーンから構築され得る。
【０１０１】
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[0159]　図２０～図２２に図示される実施形態では、口腔内ハウジング１２８０は、３つ
の咬合パッドセグメントを含む。第１のセグメントは、正中線Ｍに沿って前部分および後
部分１２８２、１２８４の下表面から延在する。第２および第３のセグメントは、正中線
Ｍに対向する口腔内ハウジング１２８０の左側および右側の端で前部分および後部分１２
８２、１２８４の下表面から延在する下表面から延在する。しかしながら、他の実施形態
では、セグメントは、前部分および後部分１２８２、１２８４の下表面に沿って異なる位
置から延在することができる。例えば、図２３に示されるように、装置は、口腔内ハウジ
ングによって画定される正中線（図２３に図示せず）で口腔内ハウジングの前部分および
後部分の下表面から延在するセグメントを含む口腔内ハウジング１３８０と、正中線に対
向する口腔内ハウジングの正中線と、それぞれ、左端および右端との間の１つ以上の位置
から、口腔内ハウジングの前部分および後部分の下表面から延在する１つ以上のセグメン
トとを含み得る。
【０１０２】
[0160]　いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、患者の身体の一部分に向
かって付勢され、これは、例えば患者の口腔に対して装置の位置を維持するのに役立ち得
る。図２４に示されるように、装置は、根区域と頬側粘膜との間の顎の根区域に隣接して
配置されるように構成される第１の部分１４０１と、顎の根区域の宮殿（ｐａｌａｔｉａ
ｌ）側に隣接して配置されるように構成される第２の部分１４０２とを含み得る。第１の
部分１４０１は、根区域に向かう第１の方向に付勢され、第２の部分１４０２は、根区域
に向かう第２の反対方向に付勢される。より具体的には、第１の部分１４０１は、第１の
部分の自由端が矢印Ａ１により示される第１の方向に向かって移動され、かつ／または第
１の方向の根区域に圧力を加えられるようにバネ押しされ、第２の部分１４０２の自由端
は、矢印Ａ２により示される第２の方向に向かって移動され、かつ／または第２の方向の
根区域に圧力を適用できるようにバネ押しされる。いくつかの実施形態では、第１の部分
１４０１および／または第２の部分１４０２によって適用される圧力は、患者の組織の少
なくとも一部分をずらすのに十分である。第１および第２の部分１４０１および１４０２
は、根区域に隣接して、例えば歯冠の真上に配置される接合部で旋回するように構成され
得る。
【０１０３】
[0161]　別の例では、図２５に示されるように、装置は、正中線Ｍによって分けられる右
側フランジ１５０１と左側フランジ１５０２を有する口腔内ハウジング１５８０を含み得
る。右側フランジ１５０１および左側フランジ１５０２はそれぞれ、顎の根区域に隣接し
て配置されるように構成される。右側フランジ１５０１は、根区域に向かう第１の方向に
付勢される。右側フランジ１５０１は、１つ以上のヒンジ（例えば図２５に示される２つ
のヒンジ１５０３、１５０５）によって装置に結合され、口腔内ハウジング１５８０の右
側フランジ１５０１内に埋め込まれる１本以上のワイヤ（例えば２本のニチノールまたは
他の超弾性ワイヤ、それぞれ図２５に示されるそれぞれのヒンジを伴う）を含む。例えば
、ヒンジ１５０３、１５０５は水平軸の周囲を移動することができ、ニチノールワイヤ１
５０４、１５０６は、ヒンジの水平軸に対して実質的に垂直な軸に沿って口腔内ハウジン
グ１５８０のシリコーンに埋め込むことができる。ワイヤ１５０４、１５０６は、根区域
に向かって付勢されるように構成される。そのようなものとして、ワイヤ１５０４、１５
０６は、右側フランジの先端部分に対して押圧され、右側フランジ１５０１を根区域の組
織に対して押圧させる。左側フランジ１５０２は、右側フランジ１５０１に類似して構成
され得る。いくつかの実施形態では、ヒンジ１５０３、１５０５および／またはワイヤ１
５０４、１５０６は、１本以上の歯を移動させるように作動可能である力など、比較的大
きな歯科矯正力および／または成形外科力をもたらすことができる。
【０１０４】
[0162]　別の例では、実施形態に従う装置は図２６に図示される。装置は、第１の端と第
２の端との間に延在する上部分１６８１と、第１の端と第２の端との間に延在する下部分
１６８２とを有する口腔内ハウジング１６８０を含む。上部分および下部分１６８１、１
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６８２はそれぞれ、口腔内の根区域に隣接して配置されるように構成される。上部分およ
び下部分１６８１、１６８２は、患者の歯列の湾曲に実質的に対応するように構成される
湾曲を有する（例えばＵ字型または馬蹄形状である）。上部分１６８１の第１の端は、保
形部材１６８７によって下部分１６８２の第１の端に結合される。保形部材１６８７は、
例えば形状記憶特徴を有する湾曲した堅いプラスチック材料を含み得る。保形部材１６８
７は、上部分１６８１の第１の端が口腔内ハウジング１６８０の下部分１６８２の第１の
端から離れて矢印Ａ３によって示される第１の方向に移動され、下部分１６８２の第１の
端が口腔内ハウジング１６８０の上部分１６８１の第１の端から離れて矢印Ａ４によって
示される第２の方反対向に移動される開口構成に向かって付勢される。上部分１６８１の
第２の端は、類似する保形部材１６８７によって下部分１６８２の第２の端に結合される
。そのようなものとして、上部分１６８１の第２の端および下部分１６８２の第２の端は
、開口構成に向かって相互から離れて付勢される。この様式では、口腔内ハウジング１６
８０の上部分および下部分１６８１、１６８２は、患者の顎が開いているとき、それらの
それぞれの根部分に隣接したままであるように構成される。保形部材１６８７によって加
えられる付勢力は、上部分１６８１および／または下部分１６８２の少なくとも一部分の
据え付けを患者の頬／歯槽前庭の深部に向かって移動させるのに十分であるが、そのよう
な力のみでは、患者の顎を開かせるには不十分な場合がある。
【０１０５】
[0163]　実施形態に従う装置は図２７に図示される。装置は、実質的にＵ字型または馬蹄
形状の口腔内ハウジングを含む。口腔内ハウジングは、柔らかいシリコーンから構築され
得る。ワイヤ１７８７（ニチノールまたは他の超弾性ワイヤ）または他の保形部材は、口
腔内ハウジングに埋め込まれる。ワイヤの第１の端は口腔内ハウジング１７８０の第１の
端１７８２に配置され、ワイヤの第２の端は口腔内ハウジングの第２の対向する端１７８
４に配置される。ワイヤの第１および第２の端は、口腔内ハウジングの第１の端および口
腔内ハウジングの第２の端が相互に向かう方向に移動される（または移動され得る）よう
に、内方向に付勢される。換言すると、ワイヤは、口腔内ハウジング１７８０の第１およ
び第２の端１７８２、１７８４が配置される、図２７の実線によって示される口腔内ハウ
ジングの正中線Ｍから第１の距離の開口位置から、第１および第２の端１７８２、１７８
４が配置される、図２７の点線によって示される口腔内ハウジングの正中線Ｍから第１の
距離より短い第２の距離の閉鎖位置まで移動するように付勢される。この様式では、ワイ
ヤは、口腔内ハウジングの一部分（例えば左側部分および右側部分ならびに／または光放
射パネル）に、根区域の舌側または宮殿（ｐａｌａｔｉａｌ）側に向かって根区域の頬側
に軽く圧力を加える。またこの様式では、口腔内ハウジング１７８０は、歯根に対して口
腔軟組織の一部分をずらすように構成される。
【０１０６】
[0164]　いくつかの実施形態では、図２８に示されるように、装置は、相互から離れて、
例えば図２７を参照して示され、記載される方向と反対の方向に口腔内ハウジング１８８
０の第１および第２の端１８８２、１８８４をそれぞれ付勢するように構成されるワイヤ
１８８７（例えばニチノールまたは他の超弾性ワイヤ）または他の保形部材を有する口腔
内ハウジング１８８０を含み得る。換言すると、ワイヤ１８８７は、第１および第２の端
１８８２、１８８４が配置される、図２８の実線によって示される口腔内ハウジングの正
中線Ｍから第１の距離の閉鎖位置から、第１および第２の端１８８２、１８８４が配置さ
れる、図２８の点線によって示される口腔内ハウジングの正中線Ｍから第１の距離より長
い第２の距離の開口位置まで移動するように付勢される。この様式では、ワイヤは、口腔
内ハウジングの一部分（例えば左側部分および右側部分ならびに／または光放射パネル、
図２８には図示せず）に、根区域の頬側に向かって、またはその方向に根区域の舌側また
は宮殿（ｐａｌａｔｉａｌ）側に軽く圧力を加えるように構成される。またこの様式では
、口腔内ハウジング１８８０は、歯根に対して口腔軟組織の一部分を移動させるように構
成される。
【０１０７】
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[0165]　ワイヤ１８８７は、任意の好適な位置で口腔内ハウジング１８８０内に配置され
得る。例えば、図２８に示されるように、ワイヤ１８８７は、口腔内ハウジング１８８０
の内側湾曲に隣接して位置付けられ得る。しかしながら、他の実施形態では、ワイヤ１９
８７は、図２９に示されるように、口腔内ハウジング１９８０の外側湾曲に隣接して位置
付けられ得る。ワイヤ１９８７は、例えばワイヤ１９８７が相互から離れて、例えば図２
７を参照して示され、記載される方向と反対の方向、および図２８を参照して示され、記
載される方向に類似する方向に口腔内ハウジング１９８０の第１および第２の端１９８２
、１９８４をそれぞれ付勢するように構成され得る点で、ワイヤ１８８７に関して多くの
点で類似してよい。換言すると、ワイヤ１９８７は、図２８を参照して本明細書に記載さ
れるように、類似した様式で閉鎖位置（図２９の実線により示される）から開口位置（図
２８の点線により示される）に移動するように付勢される。よって、ワイヤ１９８７は、
口腔内ハウジング１９８０の一部分に、根区域の舌側または宮殿（ｐａｌａｔｉａｌ）側
に軽く側方にかつ外方向に直接圧力を適用させるように構成される。
【０１０８】
[0166]　図２７よび２８に示される装置は、保形部材としてワイヤ（例えばニチノールワ
イヤ）を含むように記載されるが、他の実施形態では、異なる保形部材（または付勢部材
）が装置に含まれ得る。例えば、保形部材は、外側被覆されたプラスチック挿入部を含み
得る。
【０１０９】
[0167]　本発明の実施形態に従う口腔内装置２０００が図４３および４４に図示される。
装置２０００は、本明細書において記載される口腔内装置と同じもしくは多くの点で類似
する構成成分と同じもしくは多くの点で類似するか、またはそれを含み得る。口腔内装置
２０００は、患者の口腔内に配置されるように構成される口腔内ハウジング２０８０を含
む。いくつかの実施形態では、口腔内ハウジング２０８０は、上顎、下顎、または上顎と
下顎のそれぞれに対して患者の口腔内に位置付けされるように構成される。口腔内ハウジ
ング２０８０は、少なくとも１つの光放射パネル２００２を含む。光放射パネル２００２
は、ＬＥＤなどの１つ以上の光エミッタ２００４を含み得る。口腔内装置２０００は、本
明細書に記載される任意の好適な様式で光を照射するように構成され得る。いくつかの実
施形態では、例えば、口腔内装置２０００は、約６０ｍＷ／ｃｍ２の密度で光を照射する
ように構成され得る。
【０１１０】
[0168]　光放射パネル２００２は、３つの平行列に１つ以上の光エミッタ２００４を含む
ように図示されるが、他の実施形態では、１つ以上の光エミッタは、光放射パネルおよび
／または口腔内ハウジングに対して異なって（例えば１つ以上の縦列、１つ以上の対角線
列、ランダムパターン、または任意の他の好適な構成で）位置付けられ得る。いくつかの
実施形態では、光放射パネル２００２は、口腔内ハウジング２０８０内に少なくとも部分
的に収められる。例えば、光放射パネル２００２は、口腔内ハウジング２０８０内に埋め
込むことができる。口腔内ハウジング２０８０は、例えば柔らかいシリコーン材料を含む
、任意の好適な材料から構築され得る。口腔内ハウジング２０８０は、本明細書に記載さ
れるように、コントローラなどの電子デバイス（図４３～図４４に図示される）に電気的
に結合されるように構成される。図４４に示されるように、口腔内ハウジング２０８０は
、テザー２０２０によって電子デバイスに結合され得る。
【０１１１】
[0169]　口腔内装置２０００は、本明細書に記載される任意のそのような治療を含む歯科
矯正治療に使用するために構成され得る。いくつかの実施形態では、例えば、口腔内装置
２０００は、患者の上顎の少なくとも一部分を約３分間、患者の下顎の少なくとも一部分
を約３分間、または患者の上顎と下顎のそれぞれを約３分間照射するために使用される。
【０１１２】
[0170]　本発明の実施形態に従う口腔内装置２１００が図４５～図５０に図示される。装
置２１００は、本明細書において記載される口腔内装置と同じもしくは多くの点で類似す
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る構成成分と同じもしくは多くの点で類似するか、またはそれを含み得る。口腔内装置２
１００は、患者の口腔内（例えば口の中）に配置されるように構成される口腔内ハウジン
グ２１８０と、口腔内ハウジング２１８０に結合された口腔外ハウジング２１９０（本明
細書において「くちばし」とも称される）とを含む。口腔外ハウジング２１９０は、口腔
内ハウジング２１８０の前部分に結合される。例えば、口腔外ハウジング２１９０は、突
出部２１８８によって口腔内ハウジング２１８０に結合され得る。この様式では、口腔内
ハウジング２１８０が患者の口腔内に配置されるとき、突出部２１８８は、口腔外ハウジ
ング２１９０の少なくとも一部分が患者の口腔の外側に配置されるように、患者の口の開
口部を通して、例えば患者の唇の間の開口部を通して延在する。またこの様式では、口腔
内ハウジング２１８０が患者の口内に配置されるとき、口腔外ハウジング２１９０または
くちばしは、口腔内ハウジング２１８０および／または突出部２１８８によって患者の口
に対して支持され得る。口腔外ハウジング２１９０は、本明細書により詳細に記載される
ように、装置２１００の１つ以上の電子構成成分を少なくとも部分的に収めるように構成
される。
【０１１３】
[0171]　口腔内装置２１００は、患者の上顎と下顎のそれぞれに対して光療法に有用であ
るように構成される。換言すると、口腔内装置２１００は、装置が直立位置にあるとき、
患者の上顎に対して光療法を施すように構成され得、装置が反転位置にあるとき、患者の
下顎に対して光療法を施すように構成され得る。そのようなものとして、口腔内ハウジン
グ２１８０は、患者の上顎および下顎のそれぞれに対して患者の口腔内に配置されるよう
に構成され得る。口腔内装置２１００および口腔内ハウジング２１８０は、上顎に対して
配向されるように構成されるときには直立位置にあるように記載され、下顎に対して配向
されるように構成されるときには反転位置にあるように記載されるが、他の実施形態では
、口腔内装置２１００および口腔内ハウジング２１８０は、下顎に対して配向されるよう
に構成されるときには直立位置にあり、上顎に対して配向されるように構成されるときに
は反転位置にあることに留意するべきである。
【０１１４】
[0172]　口腔内装置２１００は、装置の配向を決定するように構成され得る。つまり、口
腔内装置２１００は、口腔内ハウジング２１８０が直立または反転位置にあるかを決定す
るように構成され得る。例えば、口腔内装置２１００は、口腔内ハウジング２１８０が直
立または反転位置にあるかを決定するように構成されるジャイロスコープ（図４７に図示
せず）を含む。ジャイロスコープは、装置２１００の口腔外ハウジング２１９０内に配置
されるか、またはさもなければそれに結合される。
【０１１５】
[0173]　装置２１００は、少なくとも１つのバッテリ、または他の好適な電源を含む。例
えば、図４７に示されるように、第１のバッテリ２１９４および第２のバッテリ２１９５
は、装置２１００の口腔外ハウジング２１９０に結合される。例えば、バッテリ２１９４
、２１９５は、口腔外ハウジング２１９０に配置され得る。各バッテリ２１９４、２１９
５は、本明細書により詳細に記載されるように、口腔内ハウジング２１８０内に配置され
る１つ以上の光放射パネル（図５２に概略的に図示される）に電力を提供するように構成
され得る。第１のバッテリ２１９４は、例えば再充電可能なリチウムイオンバッテリを含
み得る。第２のバッテリ２１９５は、誘導的に充電するために構成され得る。例えば、第
２のバッテリ２１９５は、Ｑｉ系充電コイルを含み得る。
【０１１６】
[0174]　マイクロプロセッサ２１９６は、装置２１００口腔外ハウジング２１９０に結合
される。マイクロプロセッサ２１９６は、口腔外ハウジング２１９０に配置され得る。マ
イクロプロセッサ２１９６は、口腔内装置２１００の患者の使用に関連する情報を保存す
るように構成される。例えば、マイクロプロセッサ２１９６は、例えば治療プログラムに
含まれる１つ以上の治療セッションのスケジュール、治療セッション中の装置２１００の
配向、治療セッションの継続時間、および治療セッションと１つ以上の前の治療セッショ
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ンとの間の継続時間を含む、患者の治療プログラムおよび治療プログラム中の装置２１０
０の使用に関連する情報を保存するように構成され得る。マイクロプロセッサ２１９６は
、患者の口腔内装置２１００の使用状況が患者の治療プログラムに従っているか否かを決
定するようにも構成され得る。換言すると、マイクロプロセッサ２１９６は、患者の使用
履歴（例えば患者の上顎および／または下顎に適用された治療セッションの数、治療セッ
ションの継続時間、任意の治療セッションが中断されたか否かなど）が、治療プログラム
からの任意の偏差を特定することを含む、患者の治療プログラムによって指定された治療
セッションのスケジュールに従っているか否かを決定するように構成され得る。患者の遵
守性に関するマイクロプロセッサ２１９６の決定は、少なくとも一部近接検出器から受信
された情報に基づき得る。例えば、近接検出器は、装置が患者の口内に完全に設置された
ときに起動されるように構成され得る。マイクロプロセッサ２１９６は、患者の使用状況
および／または外部デバイス備える装置２１００の遵守性に関連する情報を伝達するよう
に構成され得る。例えば、いくつかの実施形態では、マイクロプロセッサ２１９６は、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）または別の好適な無線機構を介して、外部デバイス（例え
ば、携帯電話、携帯情報端末、コンピュータ、携帯用電子デバイスなど）に使用状況およ
び／または遵守情報を伝達するように構成される。例えば図４７に示されるように、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュール２１９８は、口腔外ハウジング２１９０内に
配置され得る。
【０１１７】
[0175]　口腔外ハウジング２１９０は、治療セッションの状況の表示をもたらすように構
成される通信機構（図４７に図示せず）を含む。用語「表示」は、特に文脈が明確に示さ
ない限り、本明細書において、単数形（「ｉｎｄｉｃｉｕｍ」）または複数形（「ｉｎｄ
ｉｃｉａ」）を含むように使用される。表示は、可聴表示（例えば、音、ビープ音、告示
など）、触知表示（例えば、振動など）、または視覚表示（例えば、光、メッセージ表示
など）のうちの１つ以上を含み得る。より具体的には、例えば、口腔外ハウジング２１９
０は、治療セッションの状況、または段階を示すように構成される光表示を含む。光表示
は、治療セッションの第１段階中には光を表示せず、治療セッションの第２段階中には点
滅もしくはパルス光を表示し、および／または治療セッションの第３段階中には点灯表示
するように構成される。光表示は、例えば、治療セッションの開始時に第１の既定の継続
時間（例えば２分３０秒、２分４５秒、または２分１０秒）の間点灯表示するように構成
され得る。光表示は、治療セッションがその終わりに近いという患者へのシグナルとして
、第１の既定の継続時間後、第２の既定継続時間（例えば１０、１５、または３０秒）の
間、点滅またはパルス光を表示するように構成され得る。光表示は、治療セッションが終
了したとき（例えば治療セッションの開始から３分後）、光を表示しないように構成され
得、装置２１００は光を照射しない。
【０１１８】
[0176]　いくつかの実施形態では、口腔外ハウジング２１９０は、口腔内ハウジングが患
者の口腔内に配置されるとき、口腔外ハウジングの少なくとも一部分が患者に見えるよう
に、十分な長さを有する（例えば口腔内ハウジング２０８０と係合される口腔外ハウジン
グの第１の端２１９１と、口腔外ハウジングの第２の対向する端２１９３（即ち、口腔内
ハウジングが患者の口腔内に配置されるとき、患者の口腔から最も遠い口腔外ハウジング
の端）との間）。換言すると、口腔内ハウジング２１８０が患者の口腔内に配置されると
き、例えば口腔外ハウジングの第２の端２１９３を含む口腔外ハウジング２１９０の少な
くとも一部分は、患者の視野内ある。この様式では、光表示は、光表示が治療セッション
中、患者の視野内にあるような様式で、口腔外ハウジング２１９０に結合され得る。
【０１１９】
[0177]　本明細書に記載されるように、口腔内ハウジング２１８０は、上顎、下顎に対し
て患者の口腔内に位置付けられるように構成されるか、または上顎および下顎のそれぞれ
に対して位置付けるために反転可能である。口腔内ハウジング２１８０は、例えば、図１
３～図１５および４３～図４４を参照して本明細書に記載される口腔内ハウジングを含む
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、本明細書に記載される口腔内ハウジングの１つ以上に関して類似してよく、それの１つ
以上の点において類似する、または同一である構成成分を含み得る。したがって、口腔内
ハウジング２１８０は、詳細に記載されない。
【０１２０】
[0178]　口腔内ハウジング２１８０は、下部分２１８２と、上部分２１８６とを含む。下
部分２１８２は第１の平面を有し、上部分２１８６は第１の平面とは異なる第２の平面を
有する。例えば、口腔内ハウジング２１８０が治療セッションに関して患者の口腔内に配
置されるとき、上部分２１８６は実質的に垂直であり得、下部分２１８２は実質的に水平
であり得る。この様式では、上部分２１８６は、患者の歯の側面の部分に隣接して、およ
び／または歯槽粘膜に隣接して配置され得、下部分２１８２は、患者の歯の咬合面に隣接
して配置され得る。例えば、下部分２１８２は、治療セッション中に噛みしめるための患
者用の咬合パッドとして構成され得る。
【０１２１】
[0179]　図４６に示されるように、口腔内ハウジング２１８０の下部分２１８２は、突起
部２１８４を含む。突起部２１８４は、口腔内ハウジング２１８０の正中線に沿って配置
され、下部分２１８２の第１の平面に対して上昇する。突起部２１８４は、口腔内ハウジ
ング２１８０が患者の口腔内に配置されるとき、患者による口腔内ハウジング２１８０の
患者の口腔内への位置付けを容易にする。例えば、口腔内ハウジング２１８０は、突起部
２１８４が患者の前中央門歯間に配置されるように、患者の口腔内に位置付けされるよう
に構成される。歯および歯周組織に関連する患者の自己受容性は、口腔内ハウジング２１
８０の突起部２１８４の部分に関して患者への感覚フィードバックを可能にするだろう。
この様式では、突起部２１８４は、口腔内の口腔内ハウジング２１８０を中央に置き、よ
って、患者の口の両側の歯槽または他の口腔組織に対する光療法治療の対称性を促進する
ことを容易にする。換言すると、光療法の根区域への対称的な施工を促進するために、口
腔内ハウジング２１８０は、矢状面に沿って、または矢状面の（即ち＋／－）５°以内に
据え付けられる口腔内ハウジング２１８０の正中線により位置付けられ得、突起部２１８
４は、そのような位置のそのような獲得を容易にすることができる。
【０１２２】
[0180]　上部分２１８６は、第１（または左側）のフランジ２１８７と、第２（または右
側）のフランジ２１８９とを含む。フランジ２１８７、２１８９はそれぞれ、口腔軟組織
を先端方向にずらすように構成される。より具体的には、フランジ２１８７、２１８９は
それぞれ、患者の歯槽から離れて頬組織をずらすように構成される。いくつかの実施形態
では、上部分２１８６の内面２１８５は、口腔内ハウジング２１８０が患者の口内に配置
され、フランジ２１８７、２１８９が頬側組織をずらすとき、患者の歯槽組織から離間す
ることができる。いくつかの実施形態では、上部分２１８６の内面２１８５の少なくとも
一部分は、口腔内ハウジング２１８０が患者の口内に配置され、フランジ２１８７、２１
８９が頬側組織を移動するとき、患者の歯槽組織に接触することができる。
【０１２３】
[0181]　口腔内ハウジング２１８０は、例えば弾性材料（例えば柔かいシリコーン）を含
む、任意の好適な材料から構築され得る。より具体的には、いくつかの実施形態では、口
腔内ハウジングは、医療等級の射出形成された高可撓性シリコーンから製作され得る。突
起部２１８４は、口腔内ハウジング２１８０と同じ材料、または口腔内ハウジング２１８
０の下部分２１８２と少なくとも同じ材料から構築され得る。この様式では、患者が上顎
と下顎を一緒に咬合するとき、突起部２１８４を含む口腔内ハウジング２１８０の下部分
２１８２は、患者の歯の咬合面によって加えられる圧力によりわずかに変形する場合があ
る。それでもなお、下部分２１８２および／または突起部２１８４の任意のわずかな変形
にも関わらず、突起部２１８４は、患者がその位置が分かるべき十分な寸法のものである
。
【０１２４】
[0182]　口腔内ハウジング２１８０は、少なくとも１つの光放射パネル２１０２（図５２
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に概略的に図示される回路２１３０）を含む。光放射パネル２１０２は、複数のＬＥＤな
どの１つ以上の光エミッタ２１３２と、可撓性回路２１３０とを含み得る。口腔内装置２
１００は、患者の歯槽および／または根区域を照射するために本明細書に記載される任意
の好適な様式で、光を照射するように構成され得る。ＬＥＤまたは他の好適な光エミッタ
（複数可）は、本明細書に記載される任意の構成を含む、任意の好適な構成で光放射パネ
ル２１０２に含まれ得る。いくつかの実施形態では、光放射パネル２１０２は、口腔内ハ
ウジング２１８０内に少なくとも部分的に収められる。例えば、光放射パネルは、口腔内
ハウジング２１８０内に（例えば口腔内ハウジング２１８０の上部分２１８６の内面２１
８５に埋め込むことができる。本明細書に記載されるように、口腔内ハウジング２１８０
は柔らかいシリコーン材料から構築され得る。この様式では、光放射パネル、よってパネ
ルに含まれる任意のＬＥＤまたは光エミッタは、口腔内ハウジング２１８０が患者の口腔
内に配置されるとき、光放射パネルが患者の口腔組織の一部分を係合するのを防止するよ
うにシリコーン材料に埋め込むことができる。光放射パネル２１０２は、口腔内ハウジン
グ２１８０の上部分２１８６に結合されるか、またはそれに埋め込むための、任意の好適
な寸法を有し得る。例えば、図５２に示されるように、光放射パネル２１０２は、高さＤ

１より高い高さＤ１および幅Ｄ２を有し得る。いくつかの実施形態では、例えば、パネル
２１０２は、約３１．９ｍｍの高さ、および約９２．５ｍｍの幅を有する。パネル２１０
２の高さＤ１の一部分は、口腔内ハウジング２１８０の左側および右側のフランジ２１８
７、２１８９から下方向に延在する下部突出部を含み得る。突出部は、高さＤ３および幅
Ｄ４を有し得る。いくつかの実施形態では、例えば、突出部は、６．９ｍｍの高さ、およ
び約１２ｍｍの幅を有する。パネル２１０２の寸法の特定の例が提供されるが、そのよう
な寸法は単に例として提示され、限定されない。
【０１２５】
[0183]　口腔内ハウジング２１８０は、口腔内ハウジング２１８０の外表面が患者の歯槽
軟組織から離間されるように、患者の口腔内に配置されるように構成され得る。この様式
では、口腔内ハウジング２１８０は、治療セッション中、患者の歯槽軟組織から離間する
ように（即ち、接触しない）構成される。いくつかの実施形態では、例えば、口腔内ハウ
ジング２１８０の少なくとも一部分は、患者の歯の少なくとも一部分にわたって配置され
るように構成され得る。口腔内ハウジング２１８０が患者の口内に配置されるとき、口腔
内ハウジング２１８０の第１の部分は、患者の歯の部分の周囲に配置され、口腔内ハウジ
ング２１８０の第２の部分は、歯槽軟組織に近接して配置され、離間される。
【０１２６】
[0184]　いくつかの実施形態では、口腔内ハウジング２１８０が治療セッション中に患者
の口内に配置されるとき、口腔内ハウジング２１８０の少なくとも一部分（例えば、第１
の部分）は、患者の歯の少なくとも一部分に嵌め込まれるか、さもなければぴったり適合
するように構成される。例えば、口腔内ハウジング２１８０の少なくとも一部分は、図２
４および／または２５を参照して本明細書に記載されるものと類似する様式で付勢され得
る。いくつかの実施形態では、口腔内ハウジング２１８０は、患者の口の開口を容易にす
るように構成される１つ以上の開創器を含み得る。いくつかの実施形態では、口腔内ハウ
ジング２１８０の少なくとも一部分は、口腔内ハウジング１２８０が治療セッションのた
めに患者の口内に配置されるとき、歯槽軟組織の少なくとも一部分に接触するように構成
され得る。いくつかの実施形態では、口腔内ハウジング２１８０の少なくとも一部分は、
口腔内ハウジング２１８０が治療セッション中に患者の口内に配置されるとき、歯槽軟組
織に接触しないが、特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にあるように構成
される。
【０１２７】
[0185]　図４９～図５１を参照すると、口腔外ハウジング２１９０は、例えば装置２１０
０が患者によって使用されていないとき、外部スタンド２１７０上に配置されるかさもな
ければそれに結合されるように構成され得る。外部スタンド２１７０は、例えば携帯用ケ
ース、充電キャディもしくは充電スタンドなど、または前述の組み合わせであり得る。
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【０１２８】
[0186]　スタンド２１７０は、基部２１７８と、蓋２１７６とを含み、蓋が閉鎖位置にあ
るとき（図４９～図５１に示される）、基部２１７８と蓋２１７６によって形成され、そ
れらとの間に画定される。蓋２１７６は、任意の好適な結合機構を使用して、例えば図４
９～図５１に示されるヒンジを使用して基部２１７８に結合され得る。この様式では、蓋
２１７６は、便宜的にその閉鎖位置と開口位置（図示せず）との間で移動可能である。基
部２１７８は、口腔内ハウジング２１８０の少なくとも一部分を受容するように構成され
る第１の陥凹２１７２と、口腔外ハウジング２１９０の少なくとも一部分を受容するよう
に構成される第２の陥凹２１７４とを画定することができる。第１の陥凹２１７２の外周
は、例えば口腔内ハウジング２１８０の外形に一致し得る。第２の陥凹２１７４の外周は
、例えば口腔外ハウジング２１９０の外形に一致し得る。
【０１２９】
[0187]　外部スタンド２１７０は、装置２１００がスタンドに配置されるか、またはさも
なければスタンドに結合されるとき、装置２１００を充電するように構成され得る。この
様式では、口腔外ハウジング２１９０が充電スタンドに結合されるとき、バッテリ２１９
４は再充電され得る。いくつかの実施形態では、例えば、スタンド２１７０は、例えば第
２のバッテリ２１９５を誘導的に充電することにより、本明細書に記載される装置２１０
０を誘導的に充電するように構成される。いくつかの実施形態では、口腔外ハウジング２
１９０の第２の端２１９３は、外部スタンド２１７０の補足または嵌合コネクタ（図４５
～図５１に図示せず）に結合されるように構成されるコネクタ（図４５～図５１に図示せ
ず）を含む。
【０１３０】
[0188]　口腔内装置２１００は、口腔内ハウジング２１８０が患者の口内に配置されると
き（即ち、治療セッションに好適な様式で）を決定するように構成され得る。いくつかの
実施形態では、例えば、口腔内装置２１００は、患者の口腔軟組織からの光の反射を検出
するように構成されるセンサ（図４５～図４９に図示せず）を含む。センサは、例えば、
可撓性回路２１３０に含まれるか、または埋め込まれる近接検出器を含み得る。そのよう
な近接検出器は、例えば任意の好適な容量検出デバイスを含み得る。光放射パネル２１０
２は、例えば近接検出器からのフィードバックに基づき、例えば外部スタンド２１７０か
ら装置２１００を取り外すとき、その中に含まれるＬＥＤが点滅するか、またはパルスを
発するように構成され得る。ＬＥＤは、既定の速度で点滅するか、またはパルスを発する
ように構成され得る。
【０１３１】
[0189]　患者の口の口腔軟組織に向かってパルスを発するまたは点滅するＬＥＤから放射
された光の少なくとも一部分は、口腔内ハウジング２１８０に反射され、それによって、
センサまたは他の光反射検出機構（一般的に「反射センサ」と称される、図４５～図４９
に示されない）によって検出される。反射センサは、口腔内ハウジング２１８０の左側に
結合された光放射アレイ２１０２の一部分、および口腔内ハウジング２１８０の右側に結
合された光放射アレイ２１０２の一部分の機能性を評価するように構成される。この様式
では、反射センサは、患者に対して装置２１００を作動させる前に、口腔内ハウジング２
１８０の左側および右側のそれぞれに対して装置２１００の任意の誤作動の検出を容易に
する。好適な反射閾値は、光放射アレイ２１０２のＬＥＤが適切に作動していることを決
定するために、反射率を測定するように確立され得る。装置２１００は、反射センサが口
腔軟組織からの光反射を検出したとき、口腔組織の照射を開始する（即ち、治療セッショ
ンを始める）ように構成され得る。いくつかの実施形態では、反射センサが口腔軟組織か
らの光反射を検出したとき（例えば、既定の閾値で、またはそれを上回って）、反射セン
サは、治療セッションを開始するためにシグナルをマイクロプロセッサ２１９６に伝達す
るように構成される。
【０１３２】
[0190]　口腔内装置２１００は、本明細書に記載される任意の治療を含む歯科矯正治療に
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使用するために構成され得る。いくつかの実施形態では、例えば、口腔内装置２１００は
、患者の上顎の少なくとも一部分を約３分間、患者の下顎の少なくとも一部分を約３分間
、または患者の上顎と下顎のそれぞれを約３分間照射するのに有用である。より具体的に
は、治療プログラムの１つでは、口腔内装置２１００は、。光療法治療セッションを施す
のに有用であり、これは患者の口の上弓および患者の口の下弓のそれぞれ（または逆も同
様）が口腔組織に関連し、１日３分間連続的に、１日合計６分間の治療セッションである
。
【０１３３】
[0191]　治療セッション中、例えば、装置２１００は、１２ジュール／ｃｍ２を使用して
光療法を施すように構成される。いくつかの実施形態では、１２ジュール／ｃｍ２は、３
分間の継続時間の間、１５０ｍＷ／ｃｍ２の強度で施される。そのようなものとして、口
腔組織と接触する、または口腔組織から特定の距離以内のＬＥＤ（よって摂氏４３度の最
大限度を下回る）は、摂氏約４１度の熱閾値を下回って維持される傾向がある。いくつか
の実施形態では、１２ジュール／ｃｍ２は、約６００ｍＷ／ｃｍ２の強度で約２０秒間、
または約１Ｗ／ｃｍ２の強度で約１２秒間など、より高い強度で施すことができる。他の
実施形態では、光は、約６０～１２ｍＷ／ｃｍ２の強度で施される。
【０１３４】
[0192]　光は、治療セッション中、８５０ｎｍ（±５ｎｍ）の波長で放射される。いくつ
かの実施形態では、光は、治療セッション中、８５０ｎｍ（±５ｎｍ）の波長で放射され
る。換言すると、ＬＥＤは、レーザのように単一波長ではなく、波長のブレンドで光を放
射することができる。ＬＥＤによるピーク光放射波長（λ最大）は、８５５ｎｍである。
治療セッションは、４～１２ヶ月の期間を含むがこれに限定されない、任意の好適な期間
の間施すことができる。そのような治療プログラムは、例えば、所望の歯科矯正結果を実
現するために患者が歯科矯正器具（例えばブレス）を使用する必要性が予想される平均期
間の継続時間を２年から６ヶ月に短縮することができる。前述の治療プログラムおよび／
または本明細書に記載される任意の治療プログラムは、本明細書に記載される光療法なし
で施される歯科矯正治療の継続時間を約５０パーセント～約７５パーセントまで短縮する
ことができる。
【０１３５】
[0193]　口腔内ハウジング（例えば口腔内ハウジング７８０、８８０、９８０、１２８０
、１６８０、１７８０、１８８０、１９８０、２０８０、２１８０）は、患者の歯の上弓
または下弓のうちの少なくとも１つに類似する弓形状を有するように本明細書に図示され
、記載されてきたが、他の実施形態では、光療法装置は、別の好適な構成を有する口腔内
ハウジングを含み得る。例えば、図５３を参照すると、患者の口腔組織（例えば、口腔粘
膜および／または根区域）に光療法を施すように構成される口腔内装置２２００は、口腔
内ハウジング２２８０と、口腔内ハウジングに結合された口腔外ハウジング２２９０とを
含む。口腔外ハウジングは、図４５～４７を参照して本明細書に記載される口腔外ハウジ
ング２１９０に多くの点で類似するか、または同一であってよく、したがって、本明細書
に詳細に記載されない。口腔内ハウジング２２８０は、口腔外ハウジング２２９０に結合
されているように示され、記載されるが、他の実施形態では、口腔内ハウジング２２８０
は、口腔外ハウジング２２９０の構成成分の機能を行うように構成される別個の電子デバ
イスに（例えば、図４４に関して示され、記載されるように、光ファイバケーブル（複数
可）または他の電子テザーを介して）電気的に結合されるように構成され得る。
【０１３６】
[0194]　口腔内ハウジング２２８０は、光放射アレイ２２０２を含む。光放射アレイ２２
０２は、本明細書に記載される光放射アレイと同じであるか、またそれに関して多くの点
で類似してよく、よって、図５３に関して詳細に記載されない。口腔内ハウジング２２８
０は、光放射アレイ２２０２が患者の歯の上弓および／または下弓の舌側に完全に配置さ
れるように、口腔内に受容されるように構成され得る。口腔内ハウジング２２８０は、実
質的に円形の外形を画定することができる。例えば、口腔内ハウジング２２８０は、球形
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、ディスク形状などであってよい。記述目的のため、口腔内ハウジング２２８０は、アイ
スキャンディーに類似する形状を有し、それに類似する患者の口内に配置され得る。この
様式では、光放射アレイ２２０２は、光放射アレイ２２０２が図５３の矢印Ａ１、Ａ２、
Ａ３、Ａ４、Ａ５、およびＡ６によって示される中心軸Ａから放散される方向に患者の口
腔組織（例えば、口腔粘膜および／または根区域）に向かって光を放射するように、口腔
内ハウジング２２８０の外周に隣接して配置され得る。いくつかの実施形態では、口腔内
ハウジング２２８０の少なくとも一部分は、口腔内ハウジング２２８０が患者の口内に配
置されるとき、歯槽軟組織の少なくとも一部分と接触するように構成され得る。いくつか
の実施形態では、口腔内ハウジング２２８０の少なくとも一部分は、口腔内ハウジング２
２８０が患者の口内に配置されるとき、歯槽軟組織と接触しないが、それから特定の距離
以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）にあるように構成される。
【０１３７】
[0195]　口腔内装置は、患者の歯の上弓および／または下弓に光療法を施すように構成さ
れるように本明細書に図示され、記載されてきたが、いくつかの実施形態では、口腔内装
置は患者の口腔粘膜（例えば歯槽）の一部分または区画に光療法を施すように構成される
。例えば、図５４を参照すると、いくつかの実施形態では、装置２３００は、患者の３つ
もしくは４つの歯～患者の歯の４分の１に、または患者の歯の弓の１つに光療法を施すよ
うに構成される。そのような口腔内装置は、インプラント学および／または口腔手術の場
合において有益であり得る。
【０１３８】
[0196]　装置２３００は、患者の口腔内に配置されるように構成される口腔内ハウジング
２３８０を含む。口腔内ハウジング２３８０は、第１のセグメント２３８２、第２のセグ
メント２３８４、および第１のセグメントと第２のセグメントに結合された第３のセグメ
ント２３８６を画定する。治療セッションのために口腔内ハウジング２３８０が患者の口
腔内に配置されるとき、口腔内ハウジングの第１のセグメント２３８２は、患者の歯と患
者の頬側粘膜との間に（例えば垂直に）配置されるように構成され、第２のセグメント２
３８４は、患者の歯の歯冠の舌側に（例えば垂直に）配置されるように構成され、第３の
セグメント２３８６は、患者の歯の咬合面に隣接して、および／または咬合面上に（例え
ば水平に）配置されるように構成される。第２のセグメント２３８４は、口腔内ハウジン
グ２３８０が患者の頬に向かって傾くのを阻害するのに十分な高さ（即ち、咬合面から根
区域の方向に測定される）を有する。
【０１３９】
[0197]　いくつかの実施形態では、成形可能な材料の層２３８１は、口腔内ハウジング２
３８０の第３のセグメント２３８６の咬合に面した表面上に配置される。指定された歯の
成形可能な歯型は、層２３８１を使用して作製され、よって、ハウジングが患者によって
後に口腔内に再度挿入されるとき（例えば後続の治療セッションのために）、口腔内ハウ
ジング２３８０の設置を容易にすることができる。
【０１４０】
[0198]　可撓性回路２３３０は、口腔内ハウジング２３８０の第１のセグメント２３８２
内に配置される。可撓性回路２３３０は、本明細書に記載される任意の様式で、光療法を
患者の歯に施すように構成された光放射アレイ２３０２を含む。例えば、可撓性回路２３
３０は、１５個のＬＥＤを含む光放射アレイ２３０２、または光療法を受ける歯当り１５
個のＬＥＤを含み得る。光放射アレイ２３０２は、６００～１２００ｎｍの範囲内の光を
施す、または放射するように構成されるＬＥＤを含み得る。口腔内ハウジング２３８０の
可撓性回路２３３０は、センサ２３８７を含む。センサ２３８７は、図３Ａを参照して本
明細書に示され、記載されるセンサと同一であるか、または多くの点でそれに類似し得る
。センサ２３８７は、装置２３００、患者の歯槽軟組織、および／または患者の根区域の
温度を検出するように構成され得る。例えば、サーミスタまたは類似する温度測定デバイ
スは、光放射アレイ２３０２の温度を監視する、ならびに患者の口内の温度を測定するた
めに、回路２３３０に設置され得る。この情報は、温度関連情報を取得する、ならびに患
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者の遵守性を監視する方法として機能し得る。口腔内ハウジング２３８０、よって回路２
３３０が口に設置されるとき、かつ装置２３００が光を放射するとき、光放射アレイ２３
０２の温度は、治療前の周囲温度から正常な体温近くに上昇する。温度の変化を監視する
ことにより、本明細書により詳細に記載されるコントローラ２３１４は、温度が上昇し、
体温に近い期間に基づき、光放射アレイ２３０２が口腔内にある期間を監視することがで
きる。
【０１４１】
[0199]　いくつかの実施形態では、回路２３３０は、第１のセグメントおよび／または光
放射アレイ２３０２によって放射された光の、患者の口腔粘膜および／または根区域との
接触、またはそれらから特定の距離以内（例えば０．１ｃｍ～３ｃｍ以内）の近接を検知
するように構成されるセンサ（または近接検出器）を含む。この様式では、コントローラ
２３１４は、口腔内ハウジング２３８０が患者の口腔内に配置されたことを検知すること
ができ、したがって、治療セッションが開始できることを決定することができる。
【０１４２】
[0200]　図５７を参照すると、口腔内ハウジング２３８０は、例えば有線または無線接続
を介して、外部電子デバイスに結合されるように構成される。外部電子デバイスは、例え
ば治療セッション中に光放射アレイ２３０２を作動するために、電力を口腔内ハウジング
２３８０に提供または輸送するように構成され得る。外部電子デバイスは、光放射アレイ
２３０２の作動を制御するようにも構成され得る。
【０１４３】
[0201]　いくつかの実施形態では、外部電子デバイスは、コントローラ２３１４である。
口腔内ハウジング２３８０は、コントローラ２３１４に着脱可能に結合可能であり得る。
いくつかの実施形態では、口腔内ハウジング２３８０は使い捨てであり、コントローラ２
３１４は再使用可能である。この様式では、口腔内ハウジング２３８０は、既定の使用回
数後、および／または既定の期間後に廃棄することができ、第２の口腔内ハウジング（図
示せず）は、任意に、コントローラ２３１４と共に使用することができる。コントローラ
２３１４は、例えばＵＳＢケーブルなどのケーブル２３１５を介して医療等級のＵＳＢ充
電器などの充電器２３１７に電気的に結合され得る。
【０１４４】
[0202]　コントローラ２３１４は、本明細書に記載される任意のコントローラ（例えば、
コントローラ４３０、１１１４）に多くの点で類似するか、または同一であってよい。コ
ントローラ２３１４は、装置２１００の口腔外ハウジング２１９０内に配置されるものと
同一またはそれに類似する多くの構成成分も含み得る。例えば、コントローラ２３１４は
、マイクロプロセッサを含み得る。マイクロプロセッサは、本明細書に記載される任意の
マイクロプロセッサ（例えば、マイクロプロセッサ２１９６）と同一であるか、または多
くの点でそれに類似し得るため、本明細書に詳細に記載されない。コントローラ２３１４
は、治療プロトコルで事前構成され得る。コントローラ２３１４は、治療セッションを開
示するためのボタン２３１８を含む。ボタン２３１８は、例えば治療セッションを一時停
止または停止するようにも構成され得る。
【０１４５】
[0203]　コントローラ２３１４は、コントローラ、口腔内ハウジング２３８０、および／
または治療プログラムの状況の表示を患者に提供するように構成され得るＬＥＤインジケ
ータ２３１６を含む。ＬＥＤインジケータ２３１６は、治療セッションの状況または段階
を示すように構成されるという点で、例えば本明細書に記載される口腔外ハウジング２１
９０の通信機構に類似するか、または同一であってよい。いくつかの実施形態では、ＬＥ
Ｄインジケータ２３１６は、治療セッションの第１段階中には光を表示せず、治療セッシ
ョンの第２段階中には点滅もしくはパルス光を表示し、および／または治療セッションの
第３段階中には点灯表示するように構成される。ＬＥＤインジケータ２３１６は、例えば
、治療セッションの開始時に第１の既定の継続時間（例えば２分３０秒、２分４５秒、ま
たは２分１０秒）の間点灯表示するように構成され得る。ＬＥＤインジケータ２３１６は
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、治療セッションがその終わりに近いという患者へのシグナルとして、第１の既定の継続
時間後、第２の既定継続時間（例えば１０、１５、または３０秒）の間、点滅またはパル
ス光を表示するように構成され得る。ＬＥＤインジケータ２３１６は、治療セッションが
終了したとき（例えば治療セッションの開始から３分後）、光を表示しないように構成さ
れ得、装置２１００は患者に光を照射しない。
【０１４６】
[0204]　いくつかの実施形態では、外部電子デバイス２３１４は、携帯電話（例えばｉＰ
ｈｏｎｅ（登録商標）などのスマートフォン、ｉＰａｄ（登録商標）などのタブレット）
、携帯情報端末などの個人用電子デバイスである。口腔内ハウジング２３８０は、コネク
タ２３１９を使用して、デバイス２３１４に結合され得る。デバイス２３９０が例えばス
マートフォンを含む実施形態では、スマートフォンは、コントローラが行うように構成さ
れる任意の動作または機能を行うように構成され得る。例えば、デバイス２３１４は、口
腔内ハウジング２３８０に電力を提供するように構成され得る。別の例では、デバイス２
３１４は、患者にインターフェースを提供し、光放射アレイ２３０２を制御し、かつ／ま
たは患者および／もしくは医師による後続の情報の評価のために使用状況の情報（例えば
遵守情報）を記録するように構成されたアプリケーションを含み得る。
【０１４７】
[0205]　いくつかの実施形態では、システムは、本明細書に記載されるように、第１の期
間の間、患者に光療法を施すように構成された第１の部分と、本明細書に記載されるよう
に、第１の期間とは異なる第２の期間の間、患者に光療法を施すように構成された第２の
部分とを含む。例えば、いくつかの実施形態では、システムは、各装置の少なくとも一部
分が患者の口内に配置されるように構成されるように、複数の装置（または口腔内ハウジ
ング）を含む。大多数の各装置は、本明細書に記載される任意の装置または口腔内ハウジ
ングを含み得る。例えば，システムは、第１の口腔内装置と、第１の口腔内装置とは異な
る第２の口腔内装置とを含み得る。第１の装置は、Ｔ０で始まる第１の期間で患者に光療
法の施工を始めるように構成される。Ｔ０は、光療法の開始を表す（例えば，患者が第１
の装置を割り当てられた、および／または第１の装置の毎日の使用を開始した日付に相当
する）。少なくとも一部の患者に関して、Ｔ０は、上顎密着日および／または歯科矯正治
療（例えば従来の頬側固定歯科矯正ブラケット治療）の開始日も表すことができる。第１
の装置は、光療法の施工前の患者の歯の位置または構成に基づき選択され得る。第１の装
置は、これに限定されないが約８５０ｎｍなどの第１の波長で光を施すように構成される
。
【０１４８】
[0206]　第２の装置は、Ｔ０の後の、Ｔ＞０で始まる第２の期間で患者に光療法を施すよ
うに構成される。いくつかの実施形態では、第２の装置は、光療法の少なくとも一部分の
施工後、患者の歯の位置に基づき患者に光療法を施すように最適に構成される。例えば、
第２の装置は、第１の装置の光放射アレイとは異なって構成される光放射アレイを含み得
る。第２の装置は、これに限定されないが，約６２０ｎｍなどの第１の波長とは異なる第
２の波長で光を施すように構成され得る。この様式では、第２の装置は、少なくとも一部
、第１の装置と組み合わせて施される光療法中、およびＴ０とＴ＞０との間の期間中に生
じた歯の移動に基づき選択され得る。例えば、第１の装置は、光療法プログラムの開始時
、および第１の期間の間に患者によって使用され得、第２の装置は、光療法プログラムの
開始約３ヶ月後の開始時、および第２の期間の間に患者によって使用され得る。システム
は、光療法を施すように構成された２つ、３つ、４つ以上の装置など、任意の好適な数の
装置を含み得る。例えば、システムは、Ｔ０で開始される光療法を施すように構成される
第１の装置と、Ｔ１で開始される光療法を施すように構成される第２の装置と、Ｔ２で開
始される光療法を施すように構成される第３の装置とを含み得る。
【０１４９】
[0207]　別の例では、システムは、第１の光放射アレイ（例えば第１の部分）および第２
の光放射アレイ（例えば第２の部分）を有する装置を含み得る。第１の光放射アレイは、
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これに限定されないが、約８５０ｎｍなどの第１の波長で光を施すように構成され得る。
第２の光放射アレイは、これに限定されないが、約６２０ｎｍなどの第１の波長とは異な
る第２の波長で光を施すように構成され得る。第１の光放射アレイおよび第２の光放射ア
レイは、単一の口腔内ハウジングに含まれ得る。第１の期間の間、第１の波長で、および
第２の期間の間、第２の波長で光を放射するように構成される第１の部分を含むシステム
は、少なくとも、患者の治療区域における骨ミネラル化の増加開始に役立ち得る高光波長
から低光波長への移行を光療法プログラム中に可能にするため、有益である。骨ミネラル
化におけるそのような増加は、歯科矯正治療後の移動した歯のより安定した結果を確保に
するのを容易にすることができる。
【０１５０】
[0208]　いくつかの実施形態では、本明細書に記載される光療法装置は、本明細書により
詳細に記載される機能的歯科用器具と組み合わせて使用するために構成される。他の実施
形態では、光療法装置は、本明細書により詳細に記載される機能的器具など、患者の歯に
力を加えるように構成された機能的器具と一体的に形成される。例えば図５７を参照する
と、ある実施形態に従うシステム２４００は、歯の移動を調節するように構成される。シ
ステム２４００は、１つ以上の光エミッタ（例えば光ファイバケーブル（複数可））２４
２０と、歯科矯正ブラケットシステム２４９０とを含む。光エミッタ２４２０は、図７に
示される光ファイバケーブル４２０を含むがこれに限定されない、本明細書に記載される
任意の光エミッタと同一であるか、またはそれに類似し得る。光エミッタ２４２０は、ブ
ラケットシステム２４９０に結合される。例えば、光エミッタ２４２０は、ブラケットシ
ステム２４９０の１つ以上のブラケット２４９２、ブラケットシステム２４９０の１本以
上のワイヤ２４９４、または前述の任意の組み合わせに結合され得る。この様式では、別
個の口腔内ハウジングは、患者の歯、根区域、および／または口腔粘膜に対する光エミッ
タ２４２０の位置を維持する必要がない。光エミッタ２４２０は、光源２４０２に結合可
能である。光源２４０２は、本明細書に記載される任意の光源を含む（図７に示される光
源４０２など）、任意の好適な光源であり得る。
【０１５１】
[0209]　歯の移動を調節するための方法
[0210]　歯の移動を調節するための方法が本明細書において提供される。そのような方法
は、有効量の光を患者に施すことを含み、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照
射される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、歯
槽軟組織（例えば歯槽粘膜）と接触する。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一
部分は、光が施されるとき、歯槽軟組織と接触しないが、特定の距離以内（例えば０．１
ｃｍ～３ｃｍ以内）にある。本明細書により詳細に記載されるように、光は、本発明の口
腔内装置のうちの任意の１つを使用して施される。いくつかの実施形態では、本方法は、
力、一実施形態では強い力を必要とする患者の１つ以上の歯に、それを加えることを可能
にすることも含み、光は、力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に
施される。
【０１５２】
[0211]　本発明の他の実施形態は、有効量の光を患者に施すことを含む、歯根吸収を低減
する、最小化する、または予防するための方法を提供し、有効量の光は、本発明の装置の
エミッタから照射される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施
されるとき、歯槽軟組織と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、力、一実施形
態では強い力を必要とする患者の１つ以上の歯に、それを加えることを可能にすることも
含み、光は、力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施される。本
発明の別の態様に従い、歯根もしくは歯周組織の骨吸収、または炎症性象牙質吸収、もし
くセメント質吸収を低減させるための方法がさらに提供される。そのような方法は、有効
量の光を患者に施すことを含み、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射される
。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、歯槽軟組織
と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、力、一実施形態では強い力を必要とす
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る患者の１つ以上の歯に、それを加えることを可能にすることも含み、光は、力が加えら
れる前、加えられている間、または加えられた後に施される。
【０１５３】
[0212]　本発明の別の態様は、有効量の光を患者に施すことを含む、複数の力、力、一実
施形態では強い力が加えられる、または加えられた１つ以上の歯を囲む組織の炎症を防止
する、または最小化するための方法を提供し、有効量の光は、本発明の装置のエミッタか
ら照射される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき
、歯槽軟組織と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、力、一実施形態では強い
力を必要とする患者の１つ以上の歯に、それを加えることを可能にすることも含み、光は
、力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施される。
【０１５４】
[0213]　本発明の別の態様は、有効量の光を患者に施すことを含む、上顎または下顎の歯
槽骨を再生するための方法を提供し、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射さ
れる。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、歯槽軟
組織と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、力、一実施形態では強い力を必要
とする患者の１つ以上の歯に、それを加えることを可能にすることも含み、光は、力が加
えられる前、加えられている間、または加えられた後に施される。
【０１５５】
[0214]　いくつかの実施形態では、本方法は、機能的器具が力を必要とする患者の１つ以
上の歯に、それを加えることを可能にすることをさらに含み、機能的器具は、力、一実施
形態では強い力が加えられる、および／または光が施される前、その間、またはその後に
力を加える。この様式では、力は、機能的器具によって加えられる力と併せて、またはそ
の代わりに加えられ得る。いくつかの実施形態では、本方法は、有効量のビタミンＤを患
者に投与することをさらに含む。ビタミンＤは、力が加えられる、機能的器具が力を加え
る、および／または光が施される前、その間、またはその後に投与され得る。この様式で
は、ビタミンＤは、力が加えられる、もしくは能的器具が力を加えることと併せて、また
はその代わりに患者に投与され得る。
【０１５６】
[0215]　加える力
[0216]　本明細書に示されるように、いくつかの実施形態では、力は、それを必要とする
患者の１つ以上の歯にそれを加えることが可能である。いくつかの実施形態では、力は、
本発明の装置から光を施す前、施した後、または施す間に患者の１つ以上の歯に加えるこ
とが可能である。いくつかの実施形態では、力は成形外科力であり得る。例えば、いくつ
かの実施形態では、成形外科力は、歯（または複数の歯）の下層の１つ以上の骨において
、移動させるのに十分な１つ、２つ以上の歯に加える力を含む。いくつかの実施形態では
、成形外科力は、約３００グラム超の力の規模を有する力である。他の実施形態では、成
形外科力は、約３５０グラム以上の力、約４００グラム以上の力、約４５０グラム以上の
力、約５００グラム以上の力、約５５０グラム以上の力、または約６００グラム以上の力
の規模を有する力である。他の実施形態では、成形外科力は、約５００グラム以下の力、
約５５０グラム以下の力、約６００グラム以下の力、約６５０グラム以下の力、約７００
グラム以下の力、約８００グラム以下の力、約９００グラム以下の力、または約１０００
グラム以下の力の規模を有する力である。他の実施形態では、成形外科力は、約３００グ
ラムの力～約１０００グラムの力の範囲である。他の実施形態では、成形外科力の下限は
、約３００グラムの力、約３５０グラムの力、約４００グラムの力、約５００グラムの力
、約６００グラムの力、または約７００グラムの力である。他の実施形態では、成形外科
力の上限は、約５００グラムの力、約５５０グラムの力、約６００グラムの力、約６５０
グラムの力、約７００グラムの力、約８００グラムの力、約９００グラムの力、または約
１０００グラムの力である。他の実施形態では、成形外科力未満である力は、患者の歯の
１つ以上に加えられる。この実施形態では、力は、１００グラム未満の力の規模、例えば
約２００グラムの力または約３００グラムの力の規模を有する。
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【０１５７】
[0217]　いくつかの実施形態では、力は、成形外科未満の力である。いくつかの実施形態
では、成形外科未満の力は、約３０グラムを超える力の規模を有する力である。他の実施
形態では、成形外科未満の力は、約５０グラム以上の力、約７５グラム以上の力、約１０
０グラム以上の力、約１５０グラム以上の力、約２００グラム以上の力、または約２５０
グラム以上の力の規模を有する力である。他の実施形態では、成形外科未満の力は、約５
０グラム以下の力、約７５グラム以下の力、約１００グラム以下の力、約１５０グラム以
下の力、約２００グラム以下の力、約２５０グラム以下の力、または約２７５グラム以下
の力の規模を有する力である。他の実施形態では、成形外科未満の力は、約３０グラムの
力～約３００グラムの力の範囲である。他の実施形態では、成形外科未満の力の下限は、
約３０グラムの力、約５０グラムの力、約７５グラムの力、約１００グラムの力、約１５
０グラムの力、約２００グラムの力、または約２５０グラムの力である。他の実施形態で
は、成形外科未満の力の上限は、約５０グラムの力、約７５グラムの力、約１００グラム
の力、約１５０グラムの力、約２００グラムの力、約２５０グラムの力、または約２７５
グラムの力である。
【０１５８】
[0218]　いくつかの実施形態では、力は、強い力である。本明細書で使用される、句「強
い力」は、約１５０グラムの力～約１０００グラムの力の範囲であり、歯に加えられる力
を指す。例えば、いくつかの実施形態では、強い力は、約１５０グラムの力を超える規模
を有する力である。他の実施形態では、強い力は、約１７５グラム以上の力、約１９０グ
ラム以上の力、約２００グラム以上の力、約２１０グラム以上の力、約２２５グラム以上
の力、または約２５０グラム以上の力の規模を有する力である。他の実施形態では、強い
力は、約３００グラム以下の力、約３５０グラム以下の力、約４００グラム以下の力、約
４５０グラム以下の力、約５００グラム以下の力、約５５０グラム以下の力、約６００グ
ラム以下の力など、最大約１０００グラム以下の力の規模を有する力である。しかしなが
ら、他の実施形態では、強い力は、約１５０グラムの力～約６００グラムの力の範囲であ
る。他の実施形態では、強い力の下限は、約１７５グラムの力、約１９０グラムの力、約
２００グラムの力、約２１０グラムの力、約２２５グラムの力、または約２５０グラムの
力である。他の実施形態では、強い力の上限は、約３００グラムの力、約３５０グラムの
力、約４００グラムの力、約４５０グラムの力、約５００グラムの力、約５５０グラムの
力、約６００グラムの力など、最大約１０００グラムの力である。いくつかの実施形態で
は、強い力は、約２００グラムの力～約５００グラムの力の範囲である。他の実施形態で
は、強い力は、約２５０グラムの力～約４５０グラムの力の範囲である。一実施形態では
、強い力は、約１５０グラムの力～約３００グラムの力の範囲である。
【０１５９】
[0219]　いくつかの実施形態では、強い力は、患者の１つ以上の歯に加えられる。例えば
、強い力は、患者の歯ぐきの領域（例えば歯槽軟組織）に有効量の光が施される前、施さ
れている間、または施された後に、患者の歯の１つ以上に加えることができる。しかしな
がら、他の実施形態では、強い力未満である力は、患者の歯の１つ以上に加えられる。こ
の実施形態では、力は、１５０グラム未満の力の規模、例えば約１００グラムの力または
約１２５グラムの力の規模を有する。
【０１６０】
[0220]　いくつかの実施形態では、患者の１つ以上の歯に加えられる力は、強い力未満で
あってよい。そのような力は、例えば、機能的器具または歯科矯正器具によって加えられ
てよい。いくつかの実施形態では、強い力未満は、約１０グラム超の力の規模を有する力
である。他の実施形態では、強い力未満は、約２０グラム以上の力、約３０グラム以上の
力、約４０グラム以上の力、約５０グラム以上の力、約７５グラム以上の力、約１００グ
ラム以上の力、または約１２５グラム以上の力の規模を有する力である。他の実施形態で
は、強い力未満は、約３０グラム以下の力、約４０グラム以下の力、約５０グラム以下の
力、約７５グラム以下の力、約１００グラム以下の力、または約１５０グラム以下の力の
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規模を有する力である。他の実施形態では、強い力未満は、約１０グラムの力～約１５０
グラムの力の範囲である。他の実施形態では、強い力未満の下限は、約１０グラムの力、
約２０グラムの力、約３０グラムの力、約５０グラムの力、約７５グラムの力、約１００
グラムの力、または約１２５グラムの力である。他の実施形態では、強い力未満の上限は
、約３０グラムの力、約４０グラムの力、約５０グラムの力、約７５グラムの力、約１０
０グラムの力、または約１５０グラム未満の力である。
【０１６１】
[0221]　本明細書で使用される、句「力の規模」は、１つの歯に加えられる力の量を指す
。代替えとして、力の規模は、複数の歯に加えられる力の量である。後者の場合において
、１つの歯に加えられる力の規模は、力の合計規模を歯の数で割ったものである。例えば
、約３００グラムの力が２つの歯に加えられた場合、各歯に加えられた力は、約１５０グ
ラムである。本明細書で使用される、句「グラムの力」は、９．８０６６５ｍ／ｓ２の力
によって質量の１グラムに加えられる力の規模（即ち、標準重力）に等しい力の単位を指
す。いくつかの実施形態では、力の規模は、歯に加えられるグラムの力である。他の実施
形態では、力の規模は、複数の歯に加えられるグラムの力である。
【０１６２】
[0222]　いくつかの実施形態では、力は、少なくともある程度の量の歯根吸収を生じるの
に十分な規模の力である。いくつかの実施形態では、力によってもたらされる歯根吸収の
量は、加えられた力の増加が歯根吸収の量の増加をもたらすように、加えられた力の量に
相関する。いくつかの実施形態では、力は、力が光療法などのいずれの他の治療形態なし
に加えられるとき、病態生理学的作用を有する、ヒアリン化区間または組織死を引き起こ
す、細胞死をもたらす、または組織の炎症をもたらすのに十分な規模を有する。力は、過
剰な病態生理学的力でありえる。病態生理学的力は、壊死または根吸収をもたらす場合が
ある。力は、虚血、血流減少、または細胞死をもたらす場合がある歯周組織に圧力を生じ
させることがある。
【０１６３】
[0223]　力は、任意の好適な様式で歯に加えることができる。例えば、いくつかの実施形
態では、力は、１つ以上の歯の側面に対して垂直に（例えば直角または９０°の角度）加
えられる。いくつかの実施形態では、力は、１つ以上の歯の側面に対して角度をなして加
えられる。例えば、力は、１つ以上の歯の側面に対して約４５°、約６０°、約７０°、
約７５°、約８０°、約８５°、約９０°、約９５°、約１００°、約１０５°、約１１
０°、約１２０°、または約１３５°の角度で加えられ得る。力は、任意の角度で１つ以
上の歯に対して垂直に（例えば直角または９０°の角度）、下方向に、または上方向に加
えられ得る。いくつかの実施形態では、近位力は、１つ以上の歯に適用される。いくつか
の他の実施形態では、遠位力は、１つ以上の歯に適用される。いくつかの実施形態では、
力は、冠状圧力、例えば歯を押し込むのに有用である歯の方向または歯冠に加えられる圧
力であり、他の実施形態では、力は、先端圧力、例えば歯を押し出すのに有用である根の
方向または根に加えられる圧力である。いくつかの実施形態では、力は、歯の近心（例え
ば歯の前に向かう歯側）側に加えられる。いくつかの実施形態では、力は、歯の遠位、例
えば口の後ろに向かう歯側）側に加えられる。力は、歯の頬側、例えば頬に向かう歯側に
加えられるか、または歯の舌側、例えば舌に向かう歯側に加えられ得る。力は、歯の咬合
面に加えられ得る。力は、歯の切端面に加えられ得る。力は、歯の近位面、例えば歯間の
近心面または遠位面に加えられ得る。力は、例えば根の端に向かう歯の先端面に加えられ
得る。いくつかの実施形態では、歯に加えられる力は、下顎骨または上顎骨に加えられる
ように並進される。力は、口腔または顎顔面の骨の再形成を調節するための機能的器具に
よって加えられ得る。いくつかの実施形態では、力は、歯の移動を調節するための歯科矯
正器具によって加えられ得る。
【０１６４】
[0224]　力は、１つ以上の歯を相互に向かって押すように指向され得る。力は、１つ以上
の歯を押し離すように指向され得る。力は、１本以上の歯を相互に向かって押すように指
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向され得る。いくつかの実施形態では、力は、上顎または下顎に沿って側方に歯を移動さ
せることができる。代替えとして、力は、上顎または下顎に対して前方または後方に歯を
移動することができる。いくつかの実施形態では、力は、下顎骨または上顎骨を前方向前
方に移動するように指向され得る。力は、下顎骨または上顎骨を後方向後方に移動するよ
うに指向され得る。力は、下顎骨または上顎骨の角度を調節するように指向され得る。例
えば、下顎骨の角度は、下顎骨の右側もしくは左側を前方または後方に移動することによ
り調節され得る。下顎骨の右側が前方に移動されるか、または伸長される一方で、下顎骨
の左側が同じ位置に維持されるか、または後方に移動されるか、もしくは短くされる場合
、下顎骨は、より左方向に角度をなすことができる（例えば側方または左側に移動される
）。換言すると、力は、１つ以上の歯を側方に向かって移動するように指向され得る。
【０１６５】
[0225]　いくつかの実施形態では、力は、１つ以上の歯の側面に沿った、および／または
口腔もしくは顎顔面の骨、筋肉、もしくは軟組織の側面に沿った任意の点もしくは領域で
加えられる。いくつかの実施形態では、力は、１つ以上の歯の頂点で、またはその付近で
、即ち、その根もしくは複数の根の対向する歯側で加えられる。いくつかの実施形態では
、力は、１つ以上の歯の、例えば空気に曝された、歯ぐきの上の臨床歯冠の中央で、また
はその付近で加えられる。他の実施形態では、力は、１つ以上の歯の臨床歯冠の底部で、
またはその付近で、即ち、その根に近い歯の臨床歯冠で加えられる。いくつかの実施形態
では、力は、１つ以上の歯の根に適用される。力は、１つ以上の歯の本明細書に記載され
る点もしくは領域のうちの１つ以上に加えられ得る。いくつかの実施形態では、力は、歯
の側面に沿って加えられる。力がどこに、またはどのくらい長く加えられるかに応じて、
傾いた移動がある程度歯に生じるか、または全く生じない場合がある。傾いた移動は、本
明細書により詳細に記載される。
【０１６６】
[0226]　しかしながら、いくつかの実施形態では、力は、側頭下顎関節、顆状突起、また
は関節窩で、またはその付近で加えられる。いくつかの実施形態では、力は、右側頭下顎
関節、右側顆状突起、もしくは右側関節窩のうちの１つ以上、左側頭下顎関節、左側顆状
突起、もしくは左側関節窩のうちの１つ以上、または左右両方の側頭下顎関節、左右両方
の顆状突起、および左右両方の関節窩のうちの１つ以上に加えられる。いくつかの実施形
態では、力は、左側頭下顎関節に加えられることなく右側頭下顎関節に、左側顆状突起に
加えられることなく右側顆状突起に、左側関節窩に加えられることなく右側関節窩に、右
側頭下顎関節に加えられることなく左側頭下顎関節に、右側顆状突起に加えられることな
く左側顆状突起に、または右側関節窩に加えられることなく左側関節窩に加えられる。い
くつかの実施形態では、力は、下顎または上顎の歯槽の骨に加えられる。いくつかの実施
形態では、力は、上顎骨、下顎骨、または側頭骨の前方部分に加えられ得る。
【０１６７】
[0227]　力がどこに、またはどのくらい長く加えられるかに応じて、傾いた移動がある程
度歯に生じるか、または全く生じない場合がある。いくつかの実施形態では、力が加えら
れない、または軽い力が加えられる場所と比較して、力は歯の移動速度を高めることがで
きる。これらの実施形態では、換言すると、力は、歯が歯ぐき内のその所望の位置に移動
するのにかかる時間量を短縮する。上顎骨、下顎骨、側頭骨、または患者の歯の１つ以上
、特に患者が有効量の光で彼らの上顎骨、下顎骨、または１つ以上の歯に施される場所に
力を加えることにより、患者が受け得る歯科矯正治療の時間量をさらに短縮することがで
きる。
【０１６８】
[0228]　いくつかの実施形態では、力は、１つ以上の歯科矯正器具によって患者の１つ以
上の歯に加えられる。したがって、一実施形態では、歯科矯正器具は、歯の移動を容易に
するために、患者の歯の１つ以上に力を加えることができる。いくつかの実施形態では、
機能的器具は、口腔もしくは顎顔面の骨、筋肉、軟組織、または１つ以上の歯に力を加え
る。機能的器具は、患者の下顎骨のみに力を加えることができる。代替えとして、機能的
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器具は、患者の上顎骨のみに力を加えることができる。いくつかの実施形態では、機能的
器具は、患者の側頭骨のみに力を加えることができる。機能的器具は、患者の下顎骨およ
び上顎骨の両方に力を加えることができる。機能的器具は、患者の１つ以上の歯に力を加
えることにより、上顎骨、下顎骨、または側頭骨に任意に力を加えることができる。機能
的器具は、顎筋のみに力を加えることができる。機能的器具は、顎軟組織のみに力を加え
ることができる。
【０１６９】
[0229]　いくつかの実施形態では、歯科矯正器具は、患者の歯の１つ以上、患者の他の口
腔領域、または患者の頭部または顔に存在することができる。いくつかの実施形態では、
患者は、２つ以上の歯科矯正器具を装着し、これらの器具の全てが患者の歯の１つ以上に
力を加えるわけではない。例えば、歯科矯正器具は、患者の１つの歯のみに力を加えるこ
とができるか、代替えとして、歯科矯正器具は患者の複数の歯に力を加えることができる
。別の実施形態では、歯科矯正器具は、患者の全てではない歯に力を選択的に加えること
ができる。力を加える歯科矯正器具は、他の口腔内器具および／または口腔外器具も含み
得る。
【０１７０】
[0230]　いくつかの実施形態では、力を加えるための歯科矯正器具は外部固定具として使
用することができ、一時的な固定デバイスの形態であるか、またはヘッドギアの形態であ
り得る。例えば、口腔内装置を使用する患者は、一時的な期間の間、例えば夜の間、ヘッ
ドギアの形態で、第２の歯科矯正器具を同時に装着することができる。いくつかの実施形
態では、外的に装着されるヘッドギアは、歯の移動を容易にするための口腔内装置と物理
的にまたは電子的に通信することができる。外部固定具は、力を加えることを容易にする
ように使用され、力の使用中の固定歯の好ましくない移動を防止することができる。
【０１７１】
[0231]　本明細書により詳細に記載されるように、患者は、光の施工開始後に力を加える
歯科矯正器具を装着することができる。例えば、患者は、口腔内装置を使用しながら１つ
以上の光治療セッションが完了した後に力を加える歯科矯正器具を装着することができる
。この様式では、力は、口腔内装置を介した光の施工開始後、歯科矯正器具（複数可）に
よって患者の１つ以上の歯に加えられる。しかしながら、いくつかの実施形態では、力は
、光を施す前または施している間に、患者の１つ以上の歯に加えられる。そのような実施
形態では、患者は、歯科矯正器具を装着し、同時に口腔内装置を使用する。他の実施形態
では、力は、光を施す前または施している間に、患者の１つ以上の歯に加えられる。いく
つかの実施形態では、力は、患者の１つ以上の歯に加えられ、口腔内装置は、歯科矯正治
療の整合期中に光を放射する。別の実施形態では、患者は、光を施し、力を加える両方を
行う単一口腔内装置を使用する。他の実施形態では、力は、光の施工開始前に患者の１つ
以上の歯に加えられる。患者は、例えば、光治療を開始する前に、任意の長さの時間、彼
らの歯科矯正器具を装着することができる。
【０１７２】
[0232]　場合によって、強い力は歯周靭帯を圧迫させる可能性があり、これは最終的に虚
血または細胞死をもたらす場合がある。虚血または最終的な細胞死を防止するために、強
い力は、本明細書に記載される光治療と共に加えられる。しかしながら、一実施形態では
、強い力は、光治療を開始した後に加えられる。いくつかの実施形態では、強い力は、光
治療を開始した数分後、数時間後、または数日後に加えられる。この様式では、光治療は
、強い力の結果として応力が加えられ、虚血性となる可能性がある組織細胞に追加のアデ
ノシン－５’－３リン酸塩（ＡＴＰ）エネルギーを提供することができる。口腔内装置に
よって使用される光治療の例示的な周波数が本明細書に記載される。いくつかの実施形態
では、強い力は、光の施工と同時に加えられる。他の実施形態では、強い力は、光を施し
た後に加えられる。
【０１７３】
[0233]　本明細書に記載される、強い力は、任意の方向から１つ以上の歯に加えられ得る
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。より具体的には、いくつかの実施形態では、力は、２つ以上の歯をくっつけるもしくは
押し離す、または１つ以上の歯を患者の口の片側もしくは区域に押す。例えば、いくつか
の実施形態では、力は、患者の口の前方、患者の口の後方、患者の口の左側、または患者
の口の右側に向かって２つ以上の歯を押すことができる。
【０１７４】
[0234]　口腔または顎顔面の骨の再形成の調節は、相互に対してもしくは患者の頭蓋骨に
対して下顎骨または上顎骨の位置を変更することを含み得る。口腔または顎顔面の骨の再
形成の調節は、下顎骨または上顎骨の位置を制御する（例えば、前方向、後方向、側方、
または斜め）、下顎骨もしくは上顎骨を伸長するまたは短くする、下顎骨もしくは上顎骨
の側面を伸長するまたは短くする、下顎骨もしくは上顎骨の形状または寸法を変更する、
あるいは相互に対する下顎骨もしくは上顎骨の移動の速さを調節する（例えば高める、短
縮する、または維持する）ことも含み得る。例えば、口腔または顎顔面の骨の再形成の調
節は、口腔または顎顔面の骨再形成の速さを増加させることを含み得る。
【０１７５】
[0235]　下顎骨を前方または後方に保定することにより、下顎骨の関節領域または下顎骨
の他の部分に筋張力をもたらすことができる。この張力は、骨芽細胞の活動または骨再形
成を刺激することができ、これは頭蓋骨の側頭骨の顆状頭部および関節窩上への骨沈着を
通して下顎骨を伸長することができる。また、張力は、下弓全体の前方への歯の移動をも
たらすことができる。場合によって、上顎骨に対する拮抗力は、上顎骨の成長を遅らせ、
再形成および歯の移動を後方に引き起こすことができる。これは、口腔または顎顔面の骨
の再形成が上顎骨を後方に再形成するために調節される場合、望ましい場合がある。不正
咬合は、歯の不整合または上歯列弓および下歯列弓がそろわないときに存在し得る。上顎
骨に対する拮抗力は、不正咬合の重篤度および上顎骨が突出しているか否かに応じて概ね
望ましくない場合がある。上顎骨が突出している場合、上顎の前方成長を遅らせるか、ま
たはさらには上顎歯および顎骨を後方に移動させることが望ましい場合がある。上顎のヘ
ッドギアは、上顎の前方への成長を遅らせるか、または減少させるために使用され得る。
一例では、機能的器具は、下顎骨を前方に保定するために使用され、同時に上歯または上
顎骨を固定具として利用する。等しい対向する力を上顎骨に加えることができ、これは上
顎骨の歯の歯科矯正移動および骨の再形成をもたらすことができる。
【０１７６】
[0236]　一部の機能的器具（例えばＢｉｏｎａｔｏｒまたはＦｒａｎｋｅｌ）は、拮抗筋
が骨および歯を押すことを防止することができる。これは、対向する作動筋に骨および歯
を押させることができる。よって、いくつかの実施形態では、口腔または顎顔面の骨、筋
肉、もしくは軟組織、または１つ以上の歯に力を加えさせることは、第１の筋肉群が口腔
または顎顔面の骨、筋肉、もしくは軟組織、または１つ以上の歯に力を加えることを防止
し、それによって、第２の筋肉群に力を加えさせることを含み得る。力を抑えることがで
きる筋肉のいくつかの例としては、頬および唇（口囲）筋肉が挙げられる。そのような筋
肉の例としては、咬筋、頬筋、オトガイ筋、および輪筋を挙げることができる。これは、
舌などの他の筋肉が口腔もしくは顎顔面の骨、筋肉、もしくは軟組織、または１つ以上の
歯に力を加えることを可能にする。場合によって、舌が歯に干渉し、歯を押すのを防止す
ることが望ましい場合があり、そのため、機能的器具または歯科矯正器具は、嚥下中に舌
が前歯を押すのを防止するために挿入され得る。これは、頬および唇の筋肉が後退するよ
うに歯および骨を押し、以前に過活動および不十分に位置付けられた舌によって提示され
た歯を正常な位置に移させる。一例では、Ｆｒａｎｋｅｌ器具は、歯を正常な位置に成長
させる場所を作るように、歯から離れて頬および唇の筋肉を保持することができる。頬お
よび唇の筋肉（対向する筋肉）は歯から離れて保持されるが、舌（歯に対して内側から押
す作動筋）は、歯を押すことができ、それによって、下弓、上弓、または下弓および上弓
の両方が対向する頬および唇の筋肉と干渉することなく拡大することを可能にする。
【０１７７】
[0237]　いくつかの実施形態では、機能的器具によって加えられた力は、第１群の筋肉が
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第１の力を加えることを防止することができるか、または第１の力の量を実質的に減少さ
せることができ、第２群の筋肉が第２の力を加えることを可能にし、これは第２の力によ
ってもたらされる骨の再形成をもたらすことができる。第１群の筋肉および第２群の筋肉
は、典型的には、異なる方向に力を加えることができる。例えば、筋肉は、前方、後方、
左側方、右側方、半径方向内側、半径方向外側、上方向、または下方向に力を加えること
ができる。いくつかの実施形態では、第１群の筋肉および第２群の筋肉は、実質的に反対
方向に力を加えることができる。第１群の筋肉および第２群の筋肉は、異なる方向に力を
加えることができる。代替えとして、機能的器具によって加えられる力は、第１の力に対
する第２の力の規模の増加によって生じる骨の再形成をもたらすことができる第２の力の
相対的作用を高めることにより、その領域に適用される全体的な力の角度を変更すること
ができる。任意の数の筋肉群（例えば１、２、３、４、５、６以上が、任意の方向に力を
加えることができる。機能的器具によって加えられる力は、筋肉群のうちの１つ以上が力
を加えることを防止するか、または１つ以上の群によって加えられる力の量を低減するこ
とができる。
【０１７８】
[0238]　いくつかの実施形態では、機能的器具は、機能的器具を介して引き離されるもの
に対向する筋肉が歯に力を加えて、以前平衡のとれていた筋圧の「不均衡」により歯の移
動および骨再形成の可能性をもたらすことができるように、歯から離れて筋肉を保つこと
ができる。いくつかの実施形態では、機能的器具は、筋肉を離すために、口腔もしくは顎
顔面の骨、筋肉、または軟組織に力を加える。
【０１７９】
[0239]　本明細書で使用される、句「歯の移動の調節」は、次の機能および／または動作
のうちの１つを指し、それを含む。例えば、歯の移動の調節は、支持組織に対する１つ以
上の歯の位置を調節する、一実施形態では、整合することを含み得る。歯の移動の調節は
、支持組織に対する歯の移動の速度を高める、減少する、または維持することも含み得る
。例えば、歯の移動の調節は、歯の移動の速度または速さを高めることを含み得る。歯の
移動の調節は、１つ以上の歯の、例えば傾いた移動の程度に対する全体的な移動の程度を
高める、減少する、または維持することも含み得る。歯の移動の調節は、１つ以上の歯を
全体的に移動することを含み得る。「全体的」移動とは、支持組織に対する略垂直の歯の
移動を意味する。「傾いた」移動は、歯の歯冠または冠状領域が歯の根または先端領域よ
り早く前進することを意味する。全体的な歯の移動は、歯の著しく傾いた移動をもたらす
ことなく生じ得る。「著しく傾いた移動」とは、歯の約２０％が残りの約８０％と同じ側
方向に移動しない、別の実施形態では、歯の約１０％が残りの約９０％と同じ側方向に移
動しない、別の実施形態では、歯の約５％が残りの約９５％と同じ側方向に移動しないこ
とを意味する。歯の移動は、１つ以上の歯の側方移動、回転、突出、または嵌入を含み得
る。歯の移動の調節は、１つ以上の歯の傾斜もしくは傾いた移動を誘発する、１つ以上の
歯の傾斜もしくは傾いた移動を最小化する、または防止する、あるいは１つ以上の歯の整
合もしくは配向を維持する、または誘発することを含み得る。歯の移動の調節は、歯の移
動を安定させる、その速度を遅らせる、またはそれを防止することも含み得る。場合によ
って、歯の移動の調節は、１つ以上の歯をそれらの位置に維持させることを含み得る。い
くつかの実施形態では、歯の移動の調節は、（ｉ）１つ以上の歯をずらす、および（ｉｉ
）１つ以上の他の歯をそれらの位置で維持することのうちの１つまたはその両方を生じさ
せることを含み得る。いくつかの実施形態では、歯の移動の調節は、歯科矯正器具を用い
た歯科矯正治療前、治療後、または治療中に生じる。いくつかの実施形態では、歯の移動
の調節は、歯科矯正治療の整合期前、整合期後、または整合期中に生じる。いくつかの実
施形態では、歯の移動は、骨の再形成中に生じる。
【０１８０】
[0240]　いくつかの実施形態では、歯の移動の調節は、歯科矯正治療の整合期中に生じる
。この整合期中の歯の移動は、１つ以上の歯の傾いた移動、１つ以上の歯の回転、および
／または１つ以上の歯の突出もしくは嵌入を含み得る。１つ以上の歯の突出もしくは嵌入
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は、整合期中に生じる全体的な移動であり得る。しかしながら、一般に、全体的な移動は
、通常、歯科矯正治療の整合期中に生じない。むしろ、全体的な移動は、典型的には、歯
が整合され、歯の密集が最小化される際の歯科矯正治療の整合期後に生じる。いくつかの
実施形態では、歯の移動の調節は、歯科矯正治療の整合期後に生じる。他の実施形態では
、歯の移動の調節は、歯科矯正治療の整合期前に生じる。
【０１８１】
[0241]　いくつかの実施形態では、歯科矯正器具に使用されるワイヤの種類または形状は
、歯の移動の調節を補助することができる。例えば、歯科矯正治療の整合期中に患者によ
って装着される丸形ワイヤを備える歯科矯正器具は、１つ以上の歯の傾いた移動、回転、
突出、または嵌入の速度を高める力を加えることができる。矩形ワイヤを備える歯科矯正
器具は、一般的に、整合期後、例えば完了もしくは詳細期および／または保持期中、ある
いは患者の１つ以上の歯が、密集が最小であるように同じ水平平面内に整合されるとき、
装着される。矩形ワイヤは、一般的に、丸形ワイヤより硬く、１つ以上の全体的な移動を
容易にすることができる。
【０１８２】
[0242]　いくつかの実施形態では、歯の移動は、リトル不規則指数（ＬＩＩ）の変化によ
り測定される。ＬＩＩは、歯間の不一致の程度を測定し、前歯６つの１つの接触点から隣
接する接触点までの５つの直線距離の合計である。ＬＩＩのスコアが０は、歯が完全に整
合していることを示す。いくつかの実施形態では、上弓もしくは下弓のうちの１つまたは
それらの両方の１つ以上の歯は、上弓ＬＩＩまたは下弓ＬＩＩのうちの１つもしくはそれ
らの両方が０ｍｍ～１ｍｍ未満の範囲である程度までの整合に移動される。ＬＩＩのスコ
アが１ｍｍ以上は、歯が不整合であり、修正するために歯の移動が必要であることを示す
。接触点測定値が０ｍｍは、２つの隣接する歯の整合が完全であることを示す。接触点測
定値が例えば０．２２ｍｍは、２つの隣接する歯間に０．２２ｍｍの不一致があることを
示す。一般に、ＬＩＩのスコアが高ければ高いほど、歯の整合が低い。例えば、１０ｍｍ
を超えるＬＩＩスコアは、一般的に不整合が重度であることを示す。ＬＩＩおよびその計
算に関するさらなる詳細は、次の刊行物に見出すことができ、参照によりその全体が本明
細書に組み込まれる：Ｌｉｔｔｌｅ，Ｒ．Ｍ．，“Ｔｈｅ　ｉｒｒｅｇｕｌａｒｉｔｙ　
ｉｎｄｅｘ：ａ　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｓｃｏｒｅ　ｏｆ　ｍａｎｄｉｂｕｌａｒ
　ａｎｔｅｒｉｏｒ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ，”Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄ．，１９７５　Ｎ
ｏｖ，６８（５）：５５４－６３。
【０１８３】
[0245]　歯科矯正器具
[0244]　本発明の方法は、１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具を用いて適
用される前、患者が１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具を装着していると
き、あるいは１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具が患者から取り外された
後に患者に行うことができる。１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具は、口
腔内装置に加えて使用され得る。機能的器具または歯科矯正器具は、患者の歯および／ま
たは口腔内装置に対して固定されるか、または移動可能であり得る。本明細書に開示され
るように、歯科矯正器具は、例えば、釘管器具などの固定式作動器具、ワイヤもしくはブ
ラケットもしくはバネを使用する器具、リボンアーチ器具、Ｂｅｇｇライトワイヤ器具、
エッジワイズ器具、調節済エッジワイズ器具、自己結紮エッジワイズ器具、バイヘリック
ス、トリヘリックス、クワドヘリックス、急速上顎拡大器具（ＲＭＥ）、拡大および唇側
セグメント整合器具ＩＮＶＩＳＡＬＩＧＮ（商標）などの着脱可能作動器具、反転ヘッド
ギアおよび従来のヘッドギアを含む歯科矯正ヘッドギア、ならびに他の種類の歯科矯正装
置を含み得る。一実施形態では、歯科矯正器具は、ワイヤおよびブラケット（その例は、
「実施例」と題されるセクションに関して本明細書に記載される）を備える。
【０１８４】
[0245]　一実施形態では、歯科矯正器具は固定される。固定式歯科矯正器具の例としては
、釘管器具、リボンアーチ器具、Ｂｅｇｇライトワイヤ器具、エッジワイズ器具、調節済



(47) JP 6007313 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

エッジワイズ器具、自己結紮エッジワイズ器具、バイヘリックス器具、トリヘリックス器
具、クワドヘリックス器具、急速上顎拡大器具（ＲＭＥ）、または釘片（ｐｉｎ　ｓｔｒ
ｉｐｅ）器具が挙げられる。固定式歯科矯正器具は、歯科矯正治療中、患者の歯に固定さ
れ得る。一実施形態では、歯科矯正器具は、固定され、ワイヤおよびブラケットを備える
。別の実施形態では、歯科矯正器具は着脱可能である。着脱可能な歯科矯正器具の例とし
ては、作動Ｈａｗｌｅｙ器具、Ｉｎｖｉｓａｌｉｇｎアライナー、アライナー、扇状拡大
器、または矢状器具が挙げられる。
【０１８５】
[0246]　いくつかの実施形態では、機能的器具は、骨の再形成または歯の移動を刺激する
ために組織に張力をもたらすように下顎を保定する下顎保定装置、または任意の他の口腔
内装置である。下顎保定装置のいくつかの例としては、Ｈｅｒｂｓｔ、Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏ
ｃｋ、Ｆｉｘｅｄ　Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｂｏｎｄｅｄ　Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｂｉ
ｏｂｌｏｃ、Ｆｏｒｓｕｓ　Ｆａｔｉｇｕｅ（例えばＥＺ２）、Ｘｂｏｗ（Ｃｒｏｓｓｂ
ｏｗ）、下顎前保定器具（Ｍａｒａ）、Ｂａｓｓ　Ｄｙｎａｍａｘ，　Ｂｉｏｎａｔｏｒ
、Ｏｐｅｎ　Ｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ｗｏｏｄｓｉｄｅ　
Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ｆｒａｎｋｅｌ（例えば、Ｆｒａｎｋｅｌ　Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、Ｉ
Ｖ、Ｖ）、Ｔｅｕｓｃｈｅｒ器具、Ａｎｄｒｅｓｏｎ器具、３方Ｓａｇｉｔｔａｌ、Ｌｏ
ｗｅｒ　Ｓｃｈｗａｒｔｚ、３方拡大器、顎保定器具、着脱可能矯正器具、Ｓｅｒｉｅｓ
　２０００（登録商標）、ＢｉｏＰｅｄｉｃ　Ａｐｐｌｉａｎｃｅ、Ｒｉｃｋ－Ａ－Ｎａ
ｔｏｒ（商標）、Ｒｉｔｔｏ　Ａｐｐｌｉａｎｃｅ、Ｅｕｒｅｋａ　Ｓｐｒｉｎｇ（商標
）、Ｔｗｉｎ　Ｆｏｒｃｅ　Ｂｉｔｅ　Ｃｏｒｒｅｃｔｏｒ（商標）Ａｌｐｅｒｎ　Ｃｌ
ａｓｓ　ＩＩ　Ｃｌｏｓｅｒｓ、急速口蓋拡大器、Ｔａｎｄｅｍ（商標）、フェイスマス
ク、リバースプルヘッドギア、および従来の歯科矯正ヘッドギアである。
【０１８６】
[0247]　一実施形態では、機能的器具は固定される。固定式機能的器具は、例えば１つ以
上の歯に接着され得る。固定式機能的器具のいくつかの例としては、Ｈｅｒｂｓｔ、Ｆｉ
ｘｅｄ　Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｂｏｎｄｅｄ　Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｆｏｒｓｕｓ　
Ｆａｔｉｇｕｅ（例えばＥＺ２）、Ｘｂｏｗ（Ｃｒｏｓｓｂｏｗ）、Ｓｅｒｉｅｓ　２０
００（登録商標）、ＢｉｏＰｅｄｉｃ　Ａｐｐｌｉａｎｃｅ、Ｒｉｃｋ－Ａ－Ｎａｔｏｒ
（商標）、Ｒｉｔｔｏ　Ａｐｐｌｉａｎｃｅ、Ｅｕｒｅｋａ　Ｓｐｒｉｎｇ（商標）、Ｔ
ｗｉｎ　Ｆｏｒｃｅ　Ｂｉｔｅ　Ｃｏｒｒｅｃｔｏｒ（商標）、Ａｌｐｅｒｎ　Ｃｌａｓ
ｓ　ＩＩ　Ｃｌｏｓｅｒｓ、および急速口蓋拡大器が挙げられる。別の実施形態では、機
能的器具は、着脱可能である。着脱可能な機能的器具のいくつかの例としては、Ｔｗｉｎ
　Ｂｌｏｃｋ、Ｂｉｏｂｌｏｃ、下顎前保定器具（Ｍａｒａ）、Ｂａｓｓ　Ｄｙｎａｍａ
ｘ、Ｂｉｏｎａｔｏｒ、Ｏｐｅｎ　Ｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ａｃｔｉｖａｔｏｒ
、Ｗｏｏｄｓｉｄｅ　Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ｆｒａｎｋｅｌ（例えば、Ｆｒａｎｋｅｌ　
Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ）、Ｔｅｕｓｃｈｅｒ器具、Ａｎｄｒｅｓｏｎ器具、３方　
Ｓａｇｉｔｔａｌ、Ｌｏｗｅｒ　Ｓｃｈｗａｒｔｚ、３方拡大器、顎保定器具、および着
脱可能矯正器具が挙げられる。いくつかの実施形態では、機能的器具は、固定式－着脱可
能併用機能的器具である。固定式－着脱可能併用機能的器具は、患者の歯に固定される１
つ以上の構成成分と、固定構成成分から着脱可能である１つ以上の構成成分とを含み得る
。固定式－着脱可能併用機能的器具のいくつかの例としては、Ｔａｎｄｅｍ（商標）、フ
ェイスマスク、リバースプルヘッドギア、および従来の歯科矯正ヘッドギアが挙げられる
。
【０１８７】
[0248]　いくつかの実施形態では、機能的器具は、クラスＩＩ補正器である。クラスＩＩ
補正器のいくつかの例としては、Ｈｅｒｂｓｔ、Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｆｏｒｓｕｓ　
Ｆａｔｉｇｕｅ、およびＭａｒａが挙げられる。他の実施形態では、機能的器具は、密集
している弓および下弓の作製ならびに骨および口腔の拡大に有用であるクラスＩ補正器で
ある。他の実施形態では、機能的器具は、上顎前方成長を刺激する、または下顎成長を遅
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【０１８８】
[0249]　いくつかの実施形態では、機能的器具は、患者の下顎骨を前方に保定する。機能
的器具は、固定式機能的下顎保定装置であり得る。そのような機能的器具の例としては、
Ｈｅｒｂｓｔ、Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｂｏｎｄｅｄ　Ｔｗｉｎ　Ｂｌｏｃｋ、Ｂｉｏｂ
ｌｏｃ、およびＢａｓｓ　Ｄｙｎａｍａｘである。いくつかの実施形態では、機能的器具
は、顎を拡大する（例えば、歯を移動させる、および／または骨を再形成させるために筋
圧を使用して、または筋力の欠如により）。そのような機能的器具の例としては、Ｂｉｏ
ｎａｔｏｒ、Ｏｐｅｎ　Ｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、Ｗｏｏｄ
ｓｉｄｅ　Ａｃｔｉｖａｔｏｒ、またはＦｒａｎｋｅｌを挙げることができる。これらの
器具は歯の歯科矯正移動ならびに骨再形成をもたらすことができるため、光は歯槽軟組織
および／または歯槽骨および歯に施すことができる。いくつかの実施形態では、機能的器
具は、上顎骨または下顎骨の成長を制御する。そのような機能的器具の例としては、フェ
イスマスクまたはリバースプルヘッドギアを挙げることができる。光は、ある程度の歯科
矯正移動をもたらすが、主に再形成および上顎骨の前方移動を提供することができる顎の
先端区域に施すことがきる。いくつかの実施形態では、機能的器具は、患者の側頭下顎関
節、顆状突起、または関節窩に力を加えるか、またはそこに骨再形成をもたらす。
【０１８９】
[0250]　機能的器具は、歯のある態様が前記筋肉または組織からの力の結果として変更さ
れるように、例えば歯に対して筋肉または組織に直接力を加えさせる力を加えることによ
り機能する。ある具体例では、患者は、彼らの顎を保定するために機能的器具を装着する
ことができ、得られた顎の位置は、周囲組織に力を加え、それによって再形成をもたらす
ことができる。機能的変更は、上顎骨、下顎骨、歯の位置、つるおよび顎の機能、ならび
に咀嚼の変更を含み得る。機能的器具とは対照的に、歯科矯正器具は、歯のある態様を変
更するために（例えば別の歯に対するその歯の位置を変更するため）、例えば歯に直接力
を加えることにより機能する。
【０１９０】
[0251]　歯科矯正器具は市販されており、器具が１つ以上の歯に加えることができる力の
規模を指定する仕様（または他の文書）を含み得る。いくつかの実施形態では、歯科矯正
器具は、スチールワイヤ、ニッケルチタンワイヤ、またはチタンモリブデンワイヤを備え
る。いくつかの実施形態では、歯科矯正器具は、高ゲージのものであるワイヤまたはバネ
を備える。歯科矯正器具が備えることができるワイヤのいくつかの例は、以下のうちの１
つのワイヤ寸法を有するステンレススチールまたはニッケル－チタンワイヤである。
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【表１】

【０１９１】
[0252]　歯科矯正器具は、ブラケットおよびワイヤを備えることができる。市販のブラケ
ットは、ＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（ｗｗｗ．ｓｐｅｅｄｓｙｓｔｅｍ．ｃｏｍ）、ＤＥ
ＮＴＳＰＬＹ　ＧＡＣ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（ｗｗｗ．ｇａｃｉｎｏｖａｔｉｏ
ｎ．ｃｏｍ）により提供されるもの、Ｏｒｍｃｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ｗｗｗ．ｏ
ｒｍｃｏ．ｃｏｍ）（例えば、Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケット）によ
り提供されるブラケット、Ｉｎ－Ｏｖａｔｉｏｎ　Ｌ　Ｓｔｒａｉｇｈｔｗｉｒｅシステ
ムブラケット、Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
，Ｉｎｃ．（例えば、Ａｇｉｌｉｔｙ（登録商標）自己結紮ブラケット）を含む。ワイヤ
はニッケルチタンであってよく、０．０１２インチ、０．０１４インチ、または０．０１
６インチの直径を有し得る。いくつかの実施形態では、ワイヤは、正方形または矩形であ
る。一実施形態では、ワイヤは正方形であり、０．０１５インチ×０．０１５インチの寸
法を有する。一実施形態では、ワイヤは、０．０１６インチ×０．０１６インチの寸法を
有する。一実施形態では、ワイヤは矩形であり、０．０１７インチ×０．０２５インチの
寸法を有する。いくつかの実施形態では、ワイヤは、０．０１６インチのＳｕｐｅｒｃａ
ｂｌｅニッケルチタンワイヤである。
【０１９２】
[0253]　ニッケル－チタンクローズドまたはオープンコイルバネが使用され得る。いくつ
かの例としては、１００～８００ｇの力をもたらすことができる弾性パワーチェーンまた
はアーチ内弾性材を挙げることができる。いくつかの実施形態では、歯科矯正器具は、弾
性材料を備える。歯科矯正器具は、１つ以上の歯に力を加える口腔内装置に加えて、また
はその代わりに、患者の１つ以上の歯に力を加えることができる。例えば、いくつかの実
施形態では、歯科矯正器具は、１つ以上の歯に強い力を加える口腔内装置に加えて、また
はその代わりに、患者の１つ以上の歯に強い力を加えるか、またはそのように構成され得
る。歯科矯正器具は、１つ以上の歯をその位置を移動または維持させることができる。い
くつかの実施形態では、歯科矯正器具は、口腔もしくは顎顔面の骨、または下顎骨、上顎
骨、もしくは側頭骨などの１つ以上の歯の骨の再形成をもたらす。いくつかの実施形態で
は、本発明の装置は、患者の歯に力を加えない。いくつかの実施形態では、本発明の装置
は、患者の歯に強い力を加えない。
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【０１９３】
[0254]　強い力などの力は、動力計または任意の類似するデバイスを使用して測定され得
る。例えば、動力計は、歯科矯正器具のワイヤ、バネ、または類似する機構が１つ以上の
歯または歯ぐきに加える力を測定することができる。一例では、動力計（または類似する
デバイス）は、図３Ａに示される口腔内装置のワイヤ１２が１つ以上の歯または歯ぐきに
加える力を測定することができる。測定された力は、例えばワイヤのゲージ、またはワイ
ヤの剛性などの任意の数のパラメータに依存し得る。この様式では、いくつかの実施形態
では、力は、例えばそのような力１つ以上の歯に加えられるとき、一部、器具のワイヤ（
またはバネもしくは類似する機構）の張力または剛性を測定することにより計算すること
ができる。さらに、いくつかの実施形態では、器具のワイヤ（またはバネもしくは類似す
る機構）は、ワイヤの剛性、したがってそのワイヤによって加えられる強い力がワイヤの
温度に基づき変化することができるように、温度に敏感な材料から構築される。例えば、
いくつかの実施形態では、ワイヤ（またはバネもしくは類似する機構）の剛性は、ワイヤ
の温度が上昇するとき増加し、ワイヤの温度が低下するとき減少する。よって、いくつか
のそのような実施形態では、力は、一部、ワイヤ（またはバネもしくは類似する機構）の
温度を測定することにより、または患者の口腔内に存在するときのその温度を推定するこ
とにより計算することができる。ワイヤのゲージに関して、ワイヤのゲージ（または断面
）を増やすことにより、ワイヤの剛性を高めることができ、これにより最終的にワイヤが
１つ以上の歯に加える強い力を高めることになることは、一般的に当該技術分野において
周知である。
【０１９４】
[0255]　本方法は、（１）患者が１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具によ
り適用される前、（２）患者が１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具を装着
している間、または（３）１つ以上の機能的器具および／または歯科矯正器具が患者から
取り外された後に患者に行われるように本明細書に記載されるが、いくつかの実施形態で
は、本明細書に記載される方法は、機能的器具および／または歯科矯正器具の使用とは関
係なく、またはそれを使用することなく患者に行うことができる。
【０１９５】
[0256]　一実施形態では、患者は、患者が歯科矯正器具を装着する前、装着した後、また
は装着している間、本発明の口腔内装置を使用することができる。
【０１９６】
[0257]　いくつかの実施形態では、本発明は、歯の移動の調節、口腔組織衛生を維持する
、または口腔組織衛生を改善するための方法を提供し、それを必要とする患者に本発明の
口腔内装置のエミッタから有効量の光を施すことを含む。いくつかの実施形態では、装置
の少なくとも一部分は、患者の歯槽軟組織と接触するように構成される。いくつかの実施
形態では、患者は、患者の１つ以上の歯に力を加える歯科矯正器具を装着する。いくつか
の実施形態では、光は、歯科矯正治療の整合期中に施される。いくつかの実施形態では、
光は、歯科矯正治療の整合期中にのみ施される。いくつかの実施形態では、歯槽軟組織は
、歯槽粘膜である。いくつかの実施形態では、力は、強い力である。いくつかの実施形態
では、患者は、歯科矯正治療の保持段階期中に患者の１つ以上の歯に力を加える同一また
は異なる歯科矯正器具を装着する。いくつかの実施形態では、保持期中に加えられる力は
、強い力である。
【０１９７】
[0258]　いくつかの実施形態では、本発明は、歯科矯正治療のための方法を提供し、それ
を必要とする患者に本発明の口腔内装置のエミッタから有効量の光を施すことを含む。い
くつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、患者の歯槽軟組織と接触するように
構成される。いくつかの実施形態では、患者は、患者の１つ以上の歯に力を加える歯科矯
正器具を装着する。いくつかの実施形態では、光は、歯科矯正治療の整合期中に施される
。いくつかの実施形態では、光は、歯科矯正治療の整合期中にのみ施される。いくつかの
実施形態では、歯槽軟組織は、歯槽粘膜である。いくつかの実施形態では、力は、歯の移



(51) JP 6007313 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

動を調節する、口腔組織衛生を維持する、または口腔組織衛生を改善するのに有効である
。いくつかの実施形態では、力は、強い力である。いくつかの実施形態では、患者は、歯
科矯正治療の保持期中に患者の１つ以上の歯に力を加えるのと同一または異なる歯科矯正
器具を装着する。いくつかの実施形態では、保持期中に加えられる力は、強い力である。
【０１９８】
[0259]　いくつかの実施形態では、本発明は、歯科矯正治療のための方法を提供し、歯科
矯正器具を装着する、または歯科矯正治療を必要とする患者に本発明の口腔内装置のエミ
ッタから有効量の光を施すことを含む。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部
分は、患者の歯槽軟組織と接触するように構成される。いくつかの実施形態では、患者は
、患者の１つ以上の歯に力を加える歯科矯正器具を装着する。いくつかの実施形態では、
光は、歯科矯正治療の整合期中に施される。いくつかの実施形態では、光は、歯科矯正治
療の整合期中にのみ施される。いくつかの実施形態では、歯槽軟組織は、歯槽粘膜である
。いくつかの実施形態では、力は、歯の移動を調節する、口腔組織衛生を維持する、また
は口腔組織衛生を改善するのに有効である。いくつかの実施形態では、力は、強い力であ
る。いくつかの実施形態では、患者は、歯科矯正治療の保持期中に患者の１つ以上の歯に
力を加えるのと同一または異なる歯科矯正器具を装着する。いくつかの実施形態では、保
持期中に加えられる力は、強い力である。
【０１９９】
[0260]　いくつかの実施形態では、本発明は、歯科矯正治療のための方法を提供し、歯科
矯正器具を装着し、歯科矯正治療を必要とする患者に本発明の口腔内装置のエミッタから
有効量の光を施すことを含む。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、患
者の歯槽軟組織と接触するように構成される。いくつかの実施形態では、歯科矯正器具は
、患者の１つ以上の歯に力を加える。いくつかの実施形態では、光は、歯科矯正治療の整
合期中に施される。いくつかの実施形態では、光は、歯科矯正治療の整合期中にのみ施さ
れる。いくつかの実施形態では、歯槽軟組織は、歯槽粘膜である。いくつかの実施形態で
は、力は、歯の移動を調節する、口腔組織衛生を維持する、または口腔組織衛生を改善す
るのに有効である。いくつかの実施形態では、力は、強い力である。いくつかの実施形態
では、患者は、歯科矯正治療の保持期中に患者の１つ以上の歯に力を加えるのと同一また
は異なる歯科矯正器具を装着する。いくつかの実施形態では、保持期中に加えられる力は
、強い力である。
【０２００】
[0261]　ビタミンＤ
[0262]　本明細書に記載されるように、本発明の方法は、患者にビタミンＤを投与するこ
とをさらに含み得る。ビタミンＤは、正常な骨代謝に必須である、つまり、カルシウム吸
収および骨吸収を促進し、骨形成に必要なカルシウムおよびリン酸レベルを維持する。ビ
タミンＤ欠乏患者は、多くの他のリスクの中でも、骨損失および骨折のリスクが高まる。
不十分なビタミンＤレベルは、歯の移動に必須である破骨細胞の活動とも干渉する可能性
があり、歯の移動に緩慢をもたらす。よって、ビタミンＤの投与は、歯科矯正治療の重要
な部分であり得る。
【０２０１】
[0263]　ビタミンＤは、例えば、ビタミンＤ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５、１，２５－ジ
ヒドロキシコレカルシフェロール、またはそれらの混合物であり得る。いくつかの実施形
態では、ビタミンＤは、患者の他のビタミンＤ源を補う。
【０２０２】
[0264]　ビタミンＤは、任意の好適な様式で投与され得る。例えば、ビタミンＤは、経口
的に、経皮ゲルを介して、パッチにより、クリームにより、注射により、電気泳動により
、または日射により投与され得る。本発明の方法がビタミンＤの投与をさらに含む場合、
いくつかの実施形態では、ビタミンＤは日射により投与されない。いくつかの実施形態で
は、ビタミンＤは、ビタミンＤ輸送体を介して投与される。例えば、ビタミンＤは、経口
投与、例えばピル、カプセル、錠剤、咀嚼錠、ゲル、または液体に好適な組成物中に存在
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し得る。他の実施形態では、ビタミンＤは、経皮的に投与される。一例では、ビタミンＤ
は、皮膚、歯ぐき、または任意の軟組織に提供することができる経皮ゲル、クリーム、軟
膏、液体、またはペーストを介して経皮的に投与され得る。別の例では、ビタミンＤは、
日光からの、または人工的なタンニングベッドによる紫外（ＵＶ）線への曝露など、日射
を介して経皮的に投与され得る。ビタミンＤは、患者の皮膚、歯ぐき、もしくは他の軟組
織にパッチまたはマイクロニードルを介して経皮的にも投与され得る。いくつかの実施形
態では、ビタミンＤは、患者の皮膚、歯ぐき、もしくは他の軟組織（例えば口腔組織など
）にシリンジまたはニードルを使用して注射により投与され得る。注射は、皮内、皮下、
筋肉内、静脈内、骨内、または腹腔内であり得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤ
は、電気泳動的に投与される。ビタミンＤは、例えば、皮膚、歯ぐき、または任意の他の
軟組織の表面に適用することができ、弱い電流は化合物を組織に通すことができる。
【０２０３】
[0265]　本明細書に記載される様々なビタミンＤ投与技術の任意の組み合わせが採用され
得る。例えば、患者は、ビタミンＤで経口投与され、投与過程の一部としてビタミンＤの
注射も受けることができる。いくつかの実施形態では、投与されたビタミンＤは、ビタミ
ンＤ血液血清レベルを高めるか、または維持する。他の実施形態では、投与されたビタミ
ンＤは、ビタミンＤが投与される局所ビタミンＤレベルを高めるか、または維持する。
【０２０４】
[0266]　いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、領域または領域の近接に投与される。
その領域は、例えば口腔領域であり得る。領域は、例えば、口腔もしくは顎顔面の骨、筋
肉、もしくは軟組織上、またはその近接であり得る。領域は、１つ以上の歯、下顎骨、上
顎骨、もしくは側頭骨上、またはその近接であり得る。いくつかの実施形態では、ビタミ
ンＤは、例えば、ビタミンＤを含む経口組成物を介して経口的に投与される。他の実施形
態では、ビタミンＤは領域に局所的に投与される。領域は、患者の顔、顎骨、唇、頬、ま
たは顎を覆う患者の皮膚上であり得る。領域は、例えば患者の顔などの患者の身体の右側
、左側、中央領域、またはそれらの任意の組み合わせであり得る。領域は患者の口腔内で
あり得る。例えば、領域は、患者の歯ぐき、または任意の他の口腔軟組織であり得る。領
域は口腔領域である必要はなく、むしろ、例えば、患者の首、腕、脚、または胴体上であ
り得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、患者に全身的に投与され得る。例えば
、ビタミンＤは、患者の身体を包囲するタンニングベッドによる日射を介して投与され得
る。領域は、前述の任意の区域を含み得る。
【０２０５】
[0267]　いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、光が施される領域と同じである、また
はそれに近接する領域に投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、光が施さ
れる同じ領域に投与される。いくつかの他の実施形態では、ビタミンＤは、光が施される
領域と同じ、それより大きい、またはそれより小さい大きさを有する領域に投与される。
ビタミンＤは、光が施される領域に隣接する領域に投与され得る。いくつかの実施形態で
は、ビタミンＤは、光が施される領域から約１ｍｍ、約２ｍｍ、約３ｍｍ、約５ｍｍ、約
７ｍｍ、約１０ｍｍ、約１５ｍｍ、約２０ｍｍ、約２５ｍｍ、約３０ｍｍ、約４０ｍｍ、
約５０ｍｍ、約６０ｍｍ、約７０ｍｍ、約１０ｃｍ、約１５ｃｍ、約２０ｃｍ、約３０ｃ
ｍ、約５０ｃｍ以内の領域に投与される。他の実施形態では、ビタミンＤは、光が施され
る領域とは異なる領域に投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、光が施さ
れる領域に投与されない。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、光が施される領域以
外の領域に投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、全身的に投与され、こ
れは光が施される領域を包含し得る。いくつかの場合では、ビタミンＤは、全身的に投与
され、全体的なビタミンＤレベルを上昇させ、これは光が施される領域のビタミンＤを含
み得る。
【０２０６】
[0268]　いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、力が加えられる領域に近接する領域に
投与される。力は、例えば、強い力、歯科矯正器具によって加えられる力、または機能的



(53) JP 6007313 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

器具によって加えられる力であり得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、力が加
えられる同じ領域に投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤが投与される領域
、および力が加えられる領域は同じ大きさである。しかしながら、他の実施形態では、ビ
タミンＤが投与される領域の大きさは、光で施される領域の大きさとは異なる。ビタミン
Ｄが投与される領域は、例えば、力が加えられる領域より小さい、または大きくてよい。
いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、力が加えられる領域に隣接する領域に投与され
る。ビタミンＤは、例えば、力が加えられる領域の約１ｍｍ、約２ｍｍ、約３ｍｍ、約５
ｍｍ、約７ｍｍ、約１０ｍｍ、約１５ｍｍ、約２０ｍｍ、約２５ｍｍ、約３０ｍｍ、約４
０ｍｍ、約５０ｍｍ、約６０ｍｍ、約７０ｍｍ、約１０ｃｍ、約１５ｃｍ、約２０ｃｍ、
約３０ｃｍ、約５０ｃｍ以内の領域に投与され得る。
【０２０７】
[0269]　いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、力が加えられる領域とは異なる領域に
投与される。換言すると、ビタミンＤは、力が加えられる領域に投与されない。いくつか
の実施形態では、ビタミンＤは、全身的に投与され、力が加えられる領域を包含すること
ができる。例えば、場合によって、ビタミンＤは、全身的に投与され、力が加えられる領
域のビタミンＤレベルを含む、全体的なビタミンＤレベルを上昇させる。
【０２０８】
[0270]　本発明の方法は、有効量のビタミンＤを必要とする患者にそれを投与することと
、有効量の光を、例えば患者の歯槽軟組織、または任意の他の口腔もしくは顎顔面の骨、
筋肉、または軟組織、または１つ以上の歯に施すこととを含み得る。いくつかの実施形態
では、有効量のビタミンＤは、患者の口腔領域に投与される。代替えとして、有効量のビ
タミンＤは、患者に全身的に投与され得る。いくつかの実施形態では、本方法は、患者の
ビタミンＤレベルを判断するために、患者を検査することをさらに含む。例えば、患者は
、患者のビタミンＤレベルを判断するために血液検査を受けることができる。必要であれ
ば、患者は、ビタミンＤサプリメントまたは治療を受けることができる。光は、歯科矯正
治療、および歯科矯正の歯の移動を促進することができる通常のまたは高いビタミンＤレ
ベルと組み合わせて歯槽軟組織および／または歯に施すことができる。
【０２０９】
[0271]　本発明の方法は、有効量のビタミンＤを患者投与することと、図１～図８を参照
して本明細書に記載される任意の口腔内光療法装置を提供することとを含み得る。本方法
は、任意に、患者がビタミンＤ欠乏であるか否かを判断することを含み得る。本方法は、
任意に、患者のビタミンＤ血液血清レベルを測定することを含み得る。いくつかの実施形
態では、患者のビタミンＤ血液血清レベルが既定の閾値を下回る場合、患者は、ビタミン
Ｄを投与するか、またはビタミンＤの用量で投与され得る。いくつかの実施形態では、ビ
タミンＤの用量は、患者の血液血清レベルに基づき決定され、患者に投与される。患者に
投与されるビタミンＤの用量は、患者が有効量のビタミンＤで投与されるように、例えば
、患者の血液血清レベルに基づき決定され得る。例えば、患者のビタミンＤが非常に欠乏
している場合（即ち、非常に低いビタミンＤ血液血清レベルを有する）、患者は、患者が
ビタミンＤの欠乏がわずかな場合（即ち、高いビタミンＤ血液血清レベルを有する）より
多い用量のビタミンＤを受けることができる。他の実施形態では、ビタミンＤ血液血清レ
ベルに関わらず、患者ビタミンＤが欠乏している場合、患者は同じ用量のビタミンＤを受
ける。また他の実施形態では、ビタミンＤの用量は、患者のビタミンＤが欠乏していない
場合でも患者に投与される。患者のビタミンＤが欠乏している実施形態では、ビタミンＤ
治療の長さは、ビタミンＤ欠乏の程度に応じて変動し得る。
【０２１０】
[0272]　ビタミンＤは、１回以上の用量で投与され得る。いくつかの実施形態では、本明
細書に記載されるように、ビタミンＤの用量は、有効量のビタミンＤである。他の実施形
態では、ビタミンＤの単回量は、有効量のビタミンＤを上回るか、またはそれ未満であり
得る。ビタミンＤの用量は、ある期間にわたって提供され得る。例えば、ビタミンＤは、
毎日投与され得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、毎時間、１日数回、１日１
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回、数日に１回、１週間に１回、数週間に１回、１ヶ月に１回、数ヶ月に１回、４ヶ月に
１回、または任意の他の頻度で投与される。ビタミンＤは、定期的に（例えば６時間毎、
毎日、１０日毎）に投与されるか、または不規則な間隔で（例えば１日２回、１日間をあ
けて翌日１回提供され得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、必要に応じて投与
される。
【０２１１】
[0273]　いくつかの実施形態では、用量は、約１００ＩＵ、約２００ＩＵ、約４００ＩＵ
、約５００ＩＵ、約６００ＩＵ、約８００ＩＵ、約１，０００ＩＵ、約１，２００ＩＵ、
約１，５００ＩＵ、約１，６００ＩＵ、約２，０００ＩＵ、約２，５００ＩＵ、約３，０
００ＩＵ、約４，０００ＩＵ、約５，０００ＩＵ、約６，０００ＩＵ、約７，０００ＩＵ
、約８，０００ＩＵ、約９，０００ＩＵ、約１０，０００ＩＵ、約１２，０００ＩＵ、約
１５，０００ＩＵ、約１７，０００ＩＵ、約２０，０００ＩＵ、約２５，０００ＩＵ、約
３０，０００ＩＵ、約４０，０００ＩＵ、約５０，０００ＩＵ、約７０，０００ＩＵ、約
１００，０００ＩＵ、約１５０，０００ＩＵ、約２００，０００ＩＵ、約３００，０００
ＩＵ、約４００，０００ＩＵ、約５００，０００ＩＵ、６００，０００ＩＵ、または約８
００，０００ＩＵを上回る、その用量未満である、またはその用量である。いくつかの実
施形態では、用量は、ビタミンＤが患者に投与されるとき毎回変動する。他の実施形態で
は、用量は、患者に投与されるビタミンＤの日用量である。他の実施形態では、用量は、
治療レジメンに関して投与される総ビタミンＤ量である。例えば、ビタミンＤの経口日用
量は、１日当り４００ＩＵ～６，０００ＩＵの範囲であり得る。別の例では、ビタミンＤ
の経口日用量は、１日当り２，０００ＩＵ～６，０００ＩＵの範囲であり得る。成人にお
ける２，０００ＩＵ～６，０００ＩＵのビタミンＤの毎日の経口サプリメントは、３ヶ月
以内にビタミンＤの血液レベルを４０ｎｇ／ｍＬに高めることが示された。いくつかのレ
ジメンでは、高初期用量のビタミンＤがビタミンＤ血液レベルにおける増加を示した。ビ
タミンＤの用量は、６００，０００ＩＵの経口ビタミンＤの単回量であり得る。臨床試験
の１つに基づき、６００，０００ＩＵの経口ビタミンＤの単回量は、１日当り２０，００
０ＩＵの３０日間の経口ビタミンＤの投与量に相当した。別の実施形態では、用量は、１
日当り２０，０００ＩＵの３０日間の経口ビタミンＤである。
【０２１２】
[0274]　ビタミンＤの用量は、静脈血のビタミンＤの血液レベルを約４０～約６０ｎｇ／
ｍＬに上昇させるのに十分である。ビタミンＤの用量は、ビタミンＤの血液レベルを少な
くとも約２０ｎｇ／ｍＬ、約３０ｎｇ／ｍＬ、約３５ｎｇ／ｍＬ、約４０ｎｇ／ｍＬ、約
４５ｎｇ／ｍＬ、約５０ｎｇ／ｍＬ、約５５ｎｇ／ｍＬ、約６０ｎｇ／ｍＬ、約６５ｎｇ
／ｍＬ、約７０ｎｇ／ｍＬ、約７５ｎｇ／ｍＬ、または約８０ｎｇ／ｍＬ、それ以下、ま
たはそれに上昇させるのに十分であり得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤの用量
は、ビタミンＤの血液レベルを任意の量まで上昇させるのに十分である。例えば、ビタミ
ンＤの用量は、ビタミンＤの血液レベルを約５ｎｇ／ｍＬ、約１０ｎｇ／ｍＬ、約１５ｎ
ｇ／ｍＬ、約２０ｎｇ／ｍＬ、約２５ｎｇ／ｍＬ、約３０ｎｇ／ｍＬ、約３５ｎｇ／ｍＬ
、約４０ｎｇ／ｍＬ、約４５ｎｇ／ｍＬ、約５０ｎｇ／ｍＬ、約５５ｎｇ／ｍＬ、または
約６０ｎｇ／ｍＬまで上昇させるのに十分であり得る。ビタミンＤの血液レベルは、ある
期間内に所望のレベルに、または所望の量まで上昇させることができる。例えば、この期
間は、１日以内、１週間以内、１ヶ月以内、または１年以内であり得る。例えば、毎日投
与されるビタミンＤの用量は、３０日以内または３ヶ月以内にビタミンＤの血液血清レベ
ルを所望のレベルに上昇させることができる。
【０２１３】
[0275]　ビタミンＤは、光療法を患者に施す前、施すと同時に、または施した後に投与す
ることができる。ビタミンＤは、光療法施工の開始前、または光療法施工の完了前に患者
に投与され得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤの用量は、光療法施工の開始前、
または光療法施工の完了前のある期間に（例えば数秒、数分、数時間、数日、数週、数ヶ
月）投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤの用量は、光療法施工の開始後、
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または光療法施工の完了後のある期間に（例えば数秒、数分、数時間、数日、数週、数ヶ
月）投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤ治療レジメン（一用量以上のビタ
ミンＤに及ぶことが可能である）は、光療法施工の開始前、または光療法施工の完了前に
開始されるか、または完了する。他の実施形態では、ビタミンＤ治療レジメンは、光療法
施工の開始後、または光療法施工の完了後に開始されるか、または完了する。ビタミンＤ
治療レジメンは、光療法施工中に行われてよい。
【０２１４】
[0276]　ビタミンＤは、口腔内光療法装置を患者に係合する前、係合すると同時に、また
は係合した後に投与され得る。口腔内光療法装置は、図１～図８に示される装置のいずれ
かであり得る。ビタミンＤは、患者から口腔内光療法装置を取り外す前に患者に投与する
こともできる。いくつかの実施形態では、ビタミンＤの用量は、患者に口腔内光療法装置
を係合する前、または患者から口腔内光療法装置を取り外す前のある期間に（例えば数秒
、数分、数時間、数日、数週、数ヶ月）投与される。いくつかの実施形態では、ビタミン
Ｄの用量は、患者に口腔内光療法装置を係合した後、または患者から口腔内光療法装置を
取り外した後のある期間に（例えば数秒、数分、数時間、数日、数週、数ヶ月）投与され
る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤ治療レジメン（一用量以上のビタミンＤに及ぶ
ことが可能である）は、患者に口腔内光療法装置を係合する前、または患者から口腔内光
療法装置を取り外す前に開始されるか、または完了する。他の実施形態では、ビタミンＤ
治療レジメンは、患者に口腔内光療法装置を係合した後、または患者から口腔内光療法装
置を取り外した後に開始されるか、または完了する。ビタミンＤ治療レジメンは、光療法
施工中に行われてよい。
【０２１５】
[0277]　ビタミンＤは、患者の１つ以上の歯に力を加える前、加えると同時、または加え
た後に投与される。力は、例えば、強い力、歯科矯正器具によって加えられる力、または
機能的器具によって加えられる力であり得る。いくつかの実施形態では、力は、強い力未
満であり得る。いくつかの実施形態では、ビタミンＤは、患者の１つ以上の歯に力を加え
ることを開始する前、または患者の１つ以上の歯に力を加えることが完了する前に患者に
投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤの用量は、患者の１つ以上の歯に力を
加えることを開始する前、または患者の１つ以上の歯に力を加えることが完了する前のあ
る期間に（例えば数秒、数分、数時間、数日、数週、数ヶ月）投与される。他の実施形態
では、ビタミンＤの用量は、患者の１つ以上の歯に力を加えることを開始した後、または
患者の１つ以上の歯に力を加えることが完了した後のある期間に（例えば数秒、数分、数
時間、数日、数週、数ヶ月）投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤ治療レジ
メン（一投与量以上のビタミンＤに及ぶことが可能である）は、患者の１つ以上の歯に力
を加えることを開始する前、または患者の１つ以上の歯に力を加えることが完了する前に
開始されるか、または完了する。他の実施形態では、ビタミンＤ治療レジメンは、患者の
１つ以上の歯に力を加えることを開始した後、または患者の１つ以上の歯に力を加えるこ
とが完了した後に開始されるか、または完了する。ビタミンＤ治療レジメンは、患者の１
つ以上の歯に力を加えている間に行うことができる。
【０２１６】
[0278]　ビタミンＤは、１つ以上の歯科矯正器具を患者の歯に、または機能的器具を患者
の口腔内に設置する前、設置すると同時に、または設置した後に患者に投与され得る。い
くつかの実施形態では、ビタミンＤは、患者の歯から１つ以上の歯科矯正器具を取り外す
前に患者に投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤの用量は、患者の歯に１つ
以上の歯科矯正器具を設置する前、または患者の歯から１つ以上の歯科矯正器具を取り外
す前のある期間に（例えば数秒、数分、数時間、数日、数週、数ヶ月）投与される。他の
実施形態では、ビタミンＤの用量は、患者の歯に１つ以上の歯科矯正器具を設置した後、
または患者の歯から１つ以上の歯科矯正器具を取り外した後のある期間に（例えば数秒、
数分、数時間、数日、数週、数ヶ月）投与される。いくつかの実施形態では、ビタミンＤ
療レジメン（一用量以上のビタミンＤに及ぶことが可能である）は、患者の歯に１つ以上
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の歯科矯正器具を設置する前、または患者の歯から１つ以上の歯科矯正器具を取り外す前
に開始されるか、または完了する。他の実施形態では、ビタミンＤ治療レジメンは、患者
の歯に１つ以上の歯科矯正器具を設置した後、または患者の歯から１つ以上の歯科矯正器
具を取り外した後に開始されるか、または完了する。ビタミンＤ治療レジメンは、歯科矯
正器具が患者の歯に設置されている間に行われてよい。
【０２１７】
[0279]　ビタミンＤを投与することにより、ビタミンＤが投与されない治療方法と比較し
て、歯の移動量を高めることができる。ビタミンＤを投与することにより、ビタミンＤが
投与されない治療方法と比較して、歯の移動の速度も高めることができる。いくつかの実
施形態では、ビタミンＤを投与することにより、ビタミンＤの投与を含まない歯の移動を
調節するための治療方法に対して、歯の移動の速度が、約５％、約１０％、約１５％、約
２０％、約２５％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、約
９０％、または約１％～約９０％の範囲内に入る任意のパーセンテージまで高まる。いく
つかの実施形態では、ビタミンＤを投与することにより、ビタミンＤが投与されない治療
方法と比較して、骨の再形成の速度が高まる。いくつかの実施形態では、ビタミンＤを投
与することにより、ビタミンＤの投与を含まない骨の再形成を調節するための治療方法に
対して、骨の再形成の速度が、約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３
０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、約９０％、または約１％～
約９０％の範囲内に入る任意のパーセンテージまで高まる。
【０２１８】
[0280]　ビタミンＤを投与することにより、患者が歯科矯正治療を受ける時間量を短縮す
ることができる。ビタミンＤを投与することにより、力が患者の１つ以上の歯に加えられ
る時間量も短縮することができる。いくつかの実施形態では、ビタミンＤを投与すること
により、ビタミンＤの投与を含まない治療方法に対して、患者が歯科矯正治療を受ける、
または力が患者の１つ以上の歯に加えられる時間量を、約５％、約１０％、約１５％、約
２０％、約２５％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、約
９０％、または約１％～約９０％の範囲内に入る任意のパーセンテージまで短縮する。
【０２１９】
[0281]　ビタミンＤを投与することにより、ビタミンＤが投与されない治療方法と比較し
て、骨の再形成の速度を高めることができる。ビタミンＤを投与することにより、ビタミ
ンＤが投与されない治療方法と比較して、骨沈着および骨吸収のうちの１つまたはそれら
の両方の速度を高めることもできる。いくつかの実施形態では、ビタミンＤを投与するこ
とにより、ビタミンＤの投与を含まない治療方法に対して、骨沈着および骨吸収のうちの
１つまたはそれらの両方の速度が、約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、
約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、約９０％、または約１
％～約９０％の範囲内に入る任意のパーセンテージまで高まる。
【０２２０】
[0282]　一例では、成人患者のビタミンＤ３血液－血清レベルは、定期的な歯科矯正の検
査および記録の面会中に測定される。臨床検査の結果は、患者のビタミンＤ３血清レベル
が２０ｎｇ／ｍｌであることを示す場合があり、これは欠乏または異常であると考えられ
る。この例では、患者の歯科矯正診断は、クラスＩの軽度の密集であり、上弓の密集は４
ｍｍであり、下弓の密集は４ｍｍである。歯科矯正治療計画は、上弓および下弓のある程
度の軽度の拡大を伴う固定式歯科矯正器具の設置を含むように考案され得る。
【０２２１】
[0283]　この例では、患者は、自分のビタミンＤ３の血清レベルを増加し、正常化するた
めに、１日当り６０００ＩＵの量で３ヶ月間経口油系ビタミンＤ３カプセルを自己投与す
る。臨床検査の血清検査は、ビタミンＤ３の補給３ヶ月後に任意に再び行うことができる
。患者は、自分のその後の臨床検査の結果に基づき、自分の経口投薬量を維持または調節
することができる。類似する結果を実現するために従うことが可能なビタミンＤを投与す
るためのいくつかの代替えの経口および／または全身投薬プロトコルが存在することを理
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解するべきである。上述の投薬プロトコルは、単に、多くのアプローチのうちの１つであ
る。
【０２２２】
[0284]　この例では、歯科矯正治療は、３ヶ月の期間後、または３ヶ月前のいずれかで開
始することができる。歯科矯正治療は、患者の歯に設置される従来の固定式歯科矯正ブラ
ケットおよびバンドを含み得る。光は、毎日、図１に示されるものなどの口腔内光療法装
置を使用して、例えば、５０ｍＷ／ｃｍ２の強度で２０分間、約８５０ｎｍの波長で患者
に施すことができる。歯科矯正治療は、弓が拡大したら歯の仕上げを続けることができる
。この例では、積極的な歯科矯正治療は、毎日の光の施工およびビタミンＤ３の補給の組
み合わせにより、光療法を伴わない歯科矯正治療より５０％～７５％少ない時間で完了す
るであろうと考えられる。
【０２２３】
[0285]　歯科矯正治療の受動的段階、即ち、保持期で、固定式保持歯科矯正器具は患者の
歯に設置され得る。一実施形態では、前歯の位置を維持するように設計される着脱可能な
器具であるＨａｗｌｅｙ保持装置は、患者の前歯に設置される。いくつかの実施形態では
、歯科矯正ブラケットを含むものなどの固定式保持装置の器具は、上６、下６、または上
６および下６の前歯に結合される。患者は、ビタミンＤ３の補給を続けることができる。
いくつかの例では、患者は、１日当り２０００ＩＵ～１日当り経口的に１２，０００ＩＵ
を自己投与する。用量は、投薬量を決定するために定期的に測定され得るビタミンＤ血液
血清レベルに基づき決定され得る。結果として、歯の周囲の歯槽骨密度は、受動的段階中
に増加し得る。受動的段階中、患者は、図１および／または図６に示される光療法装置な
どの口腔内光療法装置を使用して、６２５ｎｍの波長を有する光が１週間に１回、上弓お
よび下弓の区域に投与され得る。
【０２２４】
[0286]　光治療の施工
[0287]　光は、口腔内装置を使用して、以下の方法のいずれかで患者に施すことができる
。光を施す行為および過程は、本明細書に置いて「光治療」と称される。これらの用語は
、本明細書において互換的に使用されるが、特に記載されない限り、類似する意味を有す
ることが意図される。
【０２２５】
[0288]　光は、患者の口の領域に施すことができる。これらの領域のいくつかの例として
は、１つ以上の歯（例えば、上顎中門歯、上顎側門歯、上顎犬歯、上顎第１小臼歯、上顎
第２小臼歯、上顎第１臼歯、上顎第２臼歯、上顎第３臼歯、下顎中門歯、下顎側門歯、下
顎犬歯、下顎第１小臼歯、下顎第２小臼歯、下顎第１臼歯、下顎第２臼歯、または下顎第
３臼歯などの門歯、犬歯、小臼歯、または臼歯）、１つ以上の歯の根（例えば、歯の根が
歯を支持している１つ以上の根の一部分、歯を支持している１つの根、歯を支持している
複数の根、または歯を支持している根の全てを含み得る）、１つ以上の歯を支持している
組織、上顎の一部分（例えば患者の上顎歯槽骨の一部分）、下顎の一部分（例えば患者の
下顎歯槽骨の一部分）、歯槽、基底組織、歯肉（例えば歯槽軟組織）、歯周靭帯、セメン
ト質、歯周組織、顎骨もしくは組織の領域、または患者の他の口腔軟組織または骨組織の
少なくとも一部分を含むが、これらに限定されない。この領域は、患者の口の左側または
右側に位置し得る。いくつかの実施形態では、１つ以上の領域は、患者の口の左側および
右側の両方に位置する。いくつかの実施形態では、この領域は、患者の口の前部に位置し
得る。この領域は、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ以上の歯、または
歯を包囲もしくは支持する組織を含み得る。この領域は、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ
、６つ、７つ、８つ以上の歯、または歯の歯周組織のうちの１つ以上の根を含み得る。領
域は、歯自体を含む、または含まずに具体的に記載される歯のいずれかを包囲または支持
する組織（例えば歯槽もしくは基底組織）を含み得る。領域は、上顎によって支持される
歯もしくは組織、または下顎によって支持される歯を含み得る。１つ以上の領域は、相互
に隣接する、相互に連続する、または相互に分離し得る。本明細書における領域の任意の
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説明および領域の例は、本明細書に提供される任意の他の領域または治療領域の例に適用
され得る。
【０２２６】
[0289]　いくつかの実施形態では、光は、患者の口腔の１つ以上の他の部分を照射するこ
となく、患者の口腔内の組織（例えば骨組織または軟組織）または他の領域の一部分を含
むことができる領域を照射する。例えば、光は、同じく患者の口腔の右側に位置する下顎
第３臼歯を照射することなく、患者の口腔の右側の下顎第１臼歯を照射することができる
。いくつかの実施形態では、光は、１つだけの歯根の１つ以上の根、および１つだけの歯
周組織に施される。代替えとして、光は、複数の歯の１つ以上の根、および複数の歯周組
織に施される。光は、患者の口腔内の全てまたは全てではない歯および歯周組織のうちの
１つ以上の根に施される。１つ以上の選択された歯、根、または歯周組織は、光で照射さ
れ得る。例えば、患者の口腔の右側の下顎第１臼歯および下顎第３臼歯は、下顎第２臼歯
が照射されることなく照射され得る。
【０２２７】
[0290]　いくつかの実施形態では、光は患者の歯槽軟組織に施され、有効量の光が本発明
の装置の１つ以上のエミッタから照射される。一実施形態では、歯槽軟組織は、歯槽粘膜
である。
【０２２８】
[0291]　いくつかの実施形態では、口腔内装置からの光は、口内の患者の組織の他の部分
を照射するより非常に大きな強度で組織の一部分（例えば骨組織または軟組織）を含む領
域を照射することができる。例えば、光は、患者の組織の任意の他の領域または部分（例
えば図１に示される残りのパネル１および３～６により覆われる組織の領域）を照射する
強度より３倍、５倍、１０倍、２０倍、５０倍、または１００倍の強度で、第１の組織領
域（例えば図１に示されるパネル２により覆われる組織の領域）を照射することができる
。一実施形態では、光は、患者の歯のいずれかを照射する光より大きな強度で、患者の歯
槽軟組織の一部分を照射することができる。別の実施形態では、光は、強い力が加えられ
ない１つ以上の歯に対して、強い力が任意で適用される（移動することが望まれる）１つ
以上の歯により大きな強度で照射するまたは集中させることができる。あまり力を受けな
い歯または固定歯は、それらがあまり動かず、固定作用が増強され得るように、光から選
択的に保護されるか、またはより低い光強度で照射され得る。いくつかの実施形態では、
これは、図５に関して記載されるように、１つ以上の非領域を光から保護する１つ以上の
マスクを口腔内装置に適用するか、または口腔内装置内で調節することにより実現される
。いくつかの実施形態では、領域に達する光は、閾値より大きい強度を有し得る。いくつ
かの実施形態では、これは、図１９に関して記載されるように、１つ以上の領域に隣接す
るエミッタの密度を口腔内装置に適用するか、または口腔内装置内で調節することにより
実現される。いくつかの実施形態では、閾値は、本明細書の別の箇所に記載される強度を
有し得る。
【０２２９】
[0292]　いくつかの実施形態では、この領域は、患者の口内の表面、または軟組織もしく
は骨組織内に近くてよい。この領域は、患者の口内の表面からの深部であり得る。例えば
、この領域は、患者の口内の表面から約１μｍ、約１μｍ、約１０μｍ、約５０μ、約１
００μｍ、約２００μｍ、約３００μｍ、約５００μｍ、約７５０μｍ、約１ｍｍ、約２
ｍｍ、約３ｍｍ、約４ｍｍ、約５ｍｍ、約７ｍｍ、約１０ｍｍ、約１５ｍｍ、約２０ｍｍ
、約２５ｍｍ、約３０ｍｍ、約４０ｍｍ、約５０ｍｍ、約６０ｍｍ、または約７０ｍｍで
あり得る。光は、約１ｎｍ２、約１μｍ２、約０．１ｍｍ２、約０．２ｍｍ２、約０．３
ｍｍ２、約０．４ｍｍ２、約０．５ｍｍ２、約０．７ｍｍ２、約１ｍｍ２、約１０ｍｍ２

、約０．２ｃｍ２、約０．５ｃｍ２、約１ｃｍ２、約２ｃｍ２、約３ｃｍ２、約５ｃｍ２

、約７ｃｍ２、約１０ｃｍ２、約１５ｃｍ２、約２０ｃｍ２、約２５ｃｍ２、約３０ｃｍ
２、約３５ｃｍ２、約４０ｃｍ２、約５０ｃｍ２、約６０ｃｍ２、約８０ｃｍ２、約１０
０ｃｍ２、約１２０ｃｍ２、約１４０ｃｍ２、約１６０ｃｍ２、約１８０ｃｍ２、または
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約２００ｃｍ２を超える、それ未満、または約その面積を有し得る領域を照射することが
できる。光は、１つの区域、複数の区域、点、または複数の点を照射することができる。
いくつかの実施形態では、光は、周囲の区域を強い強度で照射することなく特定の区域を
照射する。例えば、光は、隣接する歯に強い量の光を照射することなく特定の歯または歯
一式を照射することができる。一実施形態では、歯の照射は、歯、歯根、または歯の歯周
組織の露出した表面を照射することを含む（例えば、図４および関連する説明を参照）。
【０２３０】
[0293]　口腔内装置により施される光は、複数の光源から放射され得る（例えば、図３Ａ
に示されるエミッタ３２）。光は、本明細書に記載されるように、口腔内装置内の光源ま
たはエミッタの位置に基づき、連続する領域または１つ以上の離散した領域を照射するこ
とができる。光は、異なる方向から様々な領域を照射することができる。例えば、光は、
患者の口の右側から（例えば図１に示されるパネル１から）、および患者の口の左側から
（例えば図１に示されるパネル３から）施すことができる。光源またはエミッタは、施さ
れた光がある領域に向かって上方向に角度をなすか、またはある領域に向かって下方向に
角度をなすように、口腔内装内で調節され得る。光源またはエミッタは、口腔内装置内で
ずらすことができる、角度をなすことができる、回転させることができる、またはそれら
のいずれかの組み合わせであり得る。
【０２３１】
[0294]　本明細書に記載されるように、有効量の光は、口腔内装置を介して施すことがで
きる。有効量の光は、歯の移動を調節する、歯根吸収を低減する、予防する、もしくは最
小化する、骨吸収、炎症性象牙質吸収、もしくはセメント質吸収を低減する、炎症を防止
する、もしくは最小化する、または強い力が加えられる、もしくは加えられた１つ以上の
歯を包囲する組織を再形成する、上顎もしくは下顎歯槽の骨を再生する、あるいは本明細
書に開示される他の方法に有効である光の量である。光の特性は、その強度、波長、一貫
性、範囲、放射のピーク波長、エネルギー密度、連続性、パルス、負荷サイクル、周波数
、または継続時間を含み得るが、これらに限定されない。
【０２３２】
[0295]　いくつかの実施形態では、歯の移動を調節する方法は、有効量の光を決定するこ
とをさらに含み得る。この決定は、意図される歯の移動の調節作用に基づいてよい。本方
法は、有効量の光を提供するために、１つ以上の光特性を選択することを更に含み得る。
本方法は、コントローラから指示を受信し、特定の特性を有する光を放射することをさら
に含み得る。コントローラは、例えば、図７に示されるコントローラ４３０、図１７に関
して記載される外部電子デバイス、または本明細書に記載される任意の他のコントローラ
であり得る。コントローラは、本明細書に記載されるステップのいずれかを実行すること
ができる。
【０２３３】
[0296]　光は、意図する特性を有する光を照射することができる口腔内装置内の１つ以上
の光源から施すことができる。本明細書に記載されるように、口腔内装置は、エミッタ３
２、１３２、２３２、および／または３３２などの１つ以上の光エミッタから光を放射す
ることができる。いくつかの実施形態では、口腔内装置は、約１０～約１５のエミッタ、
約１５～約２０のエミッタ、約２０～約３０のエミッタ、約３０～約４０のエミッタ、約
４０～約５０のエミッタ、約５０～約７０のエミッタ、または約７０のエミッタ～約１０
０のエミッタを備える。例えば、光は、次のエミッタ、すなわち、アレイで存在し得る発
光ダイオード（ＬＥＤ）、およびレーザ、例えば、垂直共振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ
）もしくはインジウム－ガリウム－アルミニウム－リン化物（ＩｎＧａＡｌＰ）レーザ、
ガリウム－ヒ素リン化物／ガリウムリン化物（ＧａＡｓＰ／ＧａＰ）レーザ、もしくはガ
リウム－アルミニウム－ヒ化物／ガリウム－アルミニウム－ヒ化物（ＧａＡｌＡｓ／Ｇａ
Ａｓ）などの他の好適な光エミッタのうちの１つ以上から施すことができる。。一実施形
態では、口腔内装置は、複数のレーザを備える。複数の光エミッタは、１つ以上の異なる
波長で光を放射することができる。代替えとして、１つ以上の光エミッタは、同じ波長で
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光を放射することができる。１つ以上の光エミッタは、線形アレイまたは本明細書に記載
される別の配置などの任意の様式で、口腔内装置上にまたはその中に配列され得る。
【０２３４】
[0297]　有効量の光は、歯の移動を調節するのに有効である強度を有し得る。一実施形態
では、光の強度は、少なくとも約１０ｍＷ／ｃｍ２である。他の実施形態では、光の強度
は、約１ｍＷ／ｃｍ２以上、約３ｍＷ／ｃｍ２以上、約５ｍＷ／ｃｍ２以上、約７ｍＷ／
ｃｍ２以上、約１２ｍＷ／ｃｍ２以上、約１５ｍＷ／ｃｍ２以上、約２０ｍＷ／ｃｍ２以
上、約３０ｍＷ／ｃｍ２以上、約５０ｍＷ／ｃｍ２以上、約７５ｍＷ／ｃｍ２以上、約１
００ｍＷ／ｃｍ２以上、約２００ｍＷ／ｃｍ２以上、約５００ｍＷ／ｃｍ２以上、または
約１Ｗ／ｃｍ２以上である。他の実施形態では、光の強度は、約２０ｍＷ／ｃｍ２以下、
約３０ｍＷ／ｃｍ２以下、約５０ｍＷ／ｃｍ２以下、約７５ｍＷ／ｃｍ２以下、約１００
ｍＷ／ｃｍ２以下、約２００ｍＷ／ｃｍ２以下、約５００ｍＷ／ｃｍ２以下、約１Ｗ／ｃ
ｍ２以下、約２Ｗ／ｃｍ２以下、約５Ｗ／ｃｍ２以下、または約１０Ｗ／ｃｍ２以下であ
る。一実施形態では、光の強度は、少なくとも約１ｍＷ／ｃｍ２～約１０Ｗ／ｃｍ２であ
る。別の実施形態では、光の強度の下限は、約３ｍＷ／ｃｍ２、約５ｍＷ／ｃｍ２、約７
ｍＷ／ｃｍ２、約１２ｍＷ／ｃｍ２、約１５ｍＷ／ｃｍ２、約２０ｍＷ／ｃｍ２、約３０
ｍＷ／ｃｍ２、約５０ｍＷ／ｃｍ２、約７５ｍＷ／ｃｍ２、約１００ｍＷ／ｃｍ２、約２
００ｍＷ／ｃｍ２、約５００ｍＷ／ｃｍ２、または約１Ｗ／ｃｍ２である。別の実施形態
では、光の強度の上限は、約２０ｍＷ／ｃｍ２、約３０ｍＷ／ｃｍ２、約５０ｍＷ／ｃｍ
２、約７５ｍＷ／ｃｍ２、約１００ｍＷ／ｃｍ２、約２００ｍＷ／ｃｍ２、約５００ｍＷ
／ｃｍ２、約１Ｗ／ｃｍ２、約２Ｗ／ｃｍ２、約５Ｗ／ｃｍ２、または約１０Ｗ／ｃｍ２

である。また別の実施形態では、光の強度は、約１５ｍＷ／ｃｍ２である。本明細書に記
載される強度のいずれかにより決定された範囲内に入る強度を有する光を施すことができ
る。いくつかの実施形態では、強度は、平均強度である。いくつかの実施形態では、光は
、約１０ｍＷ／ｃｍ２～約６０ｍＷ／ｃｍ２、または約２０ｍＷ／ｃｍ２～約６０ｍＷ／
ｃｍ２の範囲の強度を有する。そのような実施形態では、ピーク光強度は、約５０ｍＷ／
ｃｍ２以上であり得る。ピーク波長は、最高強度の光が放射される波長である。いくつか
の実施形態では、光はパルスであってよい。他の実施形態では、光の出力は、連続である
。いくつかの実施形態では、光の強度は、周期的または非周期的様式で経時的に変動し得
る。光の強度は、パルスにより、またはパルスなしで変動し得る。いくつかの実施形態で
は、パルス幅変調は、所望の光強度に影響を与えるように使用され得る。１つ以上の波長
の光が施される場合、各波長はそれ自体の強度で施されてよい。いくつかの実施形態では
、有効量の光または線量の光は、３分未満または最大３分の継続時間の間、約１５ｍＷ／
ｃｍ２の強度を有する光を施すことを含み得る。有効量の光または線量の光のさらなる詳
細が本明細書において記載される。
【０２３５】
[0298]　いくつかの実施形態では、有効量の光は、特定の範囲内の波長を有する光、また
は波長範囲の光を含み得る。光は必ずしも可視光ではない。例えば、光は、赤外光または
近赤外光を含み得る。光は可視光領域でも提供され得る。約６２０ｎｍ～約１０００ｎｍ
の範囲の１つ以上の波長を有する光を施すことができる。いくつかの実施形態では、施さ
れる光は、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍ、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍ、約６４０ｎｍ～
約６８０ｎｍ、もしくは約７４０ｎｍ～約７８０ｎｍの範囲の１つ以上の波長、または任
意の所与の波長もしくはこれらの範囲内の波長範囲、例えば約６２５ｎｍもしくは約８５
５ｎｍ、または約６０５ｎｍ～約６４５ｎｍもしくは約８３５ｎｍ～約８７５ｎｍを有す
る。いくつかの実施形態では、施される光は、約６０５ｎｍ～約６４５ｎｍ、または約８
３５ｎｍ～約８７５ｎｍの１つ以上の波長を有する。いくつかの実施形態では、施される
光は、約６１５ｎｍ～約６３５ｎｍ、または約８４５ｎｍ～約８６５ｎｍの１つ以上の波
長を有する。いくつかの実施形態では、施される光の波長は、約６２５ｎｍまたは約８５
５ｎｍである。さらなる実施形態では、施される光は、約４００ｎｍ～約１２００ｎｍの
範囲の１つ以上波長を有する。特定の実施形態では、施される光は、約５００ｎｍ～約７
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００ｎｍ、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍ、約６０５ｎｍ～約６３０ｎｍ、約６２０ｎｍ～
約６８０ｎｍ、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍ、約８２０ｎｍ～約８９０ｎｍ、約６４０ｎ
ｍ～約６８０ｎｍ、または約７４０ｎｍ～約７８０ｎｍの範囲の１つ以上の波長を有する
。いくつかの実施形態では、施される光は、次の波長範囲、すなわち、約８２０～約８９
０ｎｍおよび約６２０～約６８０ｎｍのうちの１つまたはそれらの両方の１つ以上の波長
を有する。いくつかの実施形態では、施される光は、約８２０～約８９０ｎｍおよび約６
２０ｎｍ～約６８０ｎｍの範囲の１つ以上の波長を有する。いくつかの実施形態では、施
される光は、約８１５～約８９５ｎｍよび約５８５～約６６５ｎｍの範囲の１つ以上の波
長を有する。施される光は、代替的に、次の範囲、すなわち、約６１３ｎｍ～約６２４ｎ
ｍ、約６６７ｎｍ～約６８４ｎｍ、約７５０ｎｍ～約７７３ｎｍ、約８１２ｎｍ～約８４
６ｎｍのうちの１つ以上の１つ以上の波長を有し得る。一実施形態では、光波長の下限は
、約４００ｎｍ、約４５０ｎｍ、約５００ｎｍ、約５５０ｎｍ、約５８５ｎｍ、約５９５
ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６１３ｎｍ、約６１５ｎｍ、約６２０ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６
２５ｎｍ、約６４０ｎｍ、約６５０ｎｍ、約６６７ｎｍ、約６８０ｎｍ、約７１０ｎｍ、
約７４０ｎｍ、約７５０ｎｍ、約７７０ｎｍ、約８１２ｎｍ、約８１５ｎｍ、約８２０ｎ
ｍ、約８３５ｎｍ、約８４５ｎｍ、または約８６０ｎｍである。別の実施形態では、光波
長の上限は、約５８５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６３０ｎｍ、約６３５ｎｍ
、約６４５ｎｍ、約６５５ｎｍ、約６６０ｎｍ、約６６５ｎｍ、約６８０ｎｍ、約６８４
ｎｍ、約７００ｎｍ、約７２５ｎｍ、約７５５ｎｍ、約７７３ｎｍ、約７８０ｎｍ、約７
９５ｎｍ、約８１５ｎｍ、約８３０ｎｍ、約８４６ｎｍ、約８５５ｎｍ、約８６５ｎｍ、
約８７５ｎｍ、約８９０ｎｍ、約８９５ｎｍ、約９３５ｎｍ、約９７５ｎｍ、約１０００
ｎｍ、約１０５０ｎｍ、約１１００ｎｍ、または約１２００ｎｍである。
【０２３６】
[0299]　施される光の波長は、本明細書に記載される波長値を含むか、またはそれらから
なる。
【０２３７】
[0300]　例えば、いくつかの実施形態では、領域に施される光は、次のうち、すなわち、
約５８５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６３０ｎｍ、約６３５ｎｍ、約６４５ｎ
ｍ、約６５５ｎｍ、約６６０ｎｍ、約６６５ｎｍ、約６８０ｎｍ、約６８４ｎｍ、約７０
０ｎｍ、約７２５ｎｍ、約７５５ｎｍ、約７７３ｎｍ、約７８０ｎｍ、約７９５ｎｍ、約
８１５ｎｍ、約８３０ｎｍ、約８４６ｎｍ、約８５５ｎｍ、約８６５ｎｍ、約８７５ｎｍ
、約８９０ｎｍ、約８９５ｎｍ、約９０５ｎｍ、約９１０ｎｍ、約９１５ｎｍ、約９２０
ｎｍ、約９３５ｎｍ、約９７５ｎｍ、約１０００ｎｍ、約１０５０ｎｍ、約１１００ｎｍ
、または約１２００ｎｍの１つ以上を超える１つ以上の波長を含まない。例えば、いくつ
かの実施形態では、約５８５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６３０ｎｍ、約６３
５ｎｍ、約６４５ｎｍ、約６５５ｎｍ、約６６０ｎｍ、約６６５ｎｍ、約６８０ｎｍ、約
６８４ｎｍ、約７００ｎｍ、約７２５ｎｍ、約７５５ｎｍ、約７７３ｎｍ、約７８０ｎｍ
、約７９５ｎｍ、約８１５ｎｍ、約８３０ｎｍ、約８４６ｎｍ、約８５５ｎｍ、約８６５
ｎｍ、約８７５ｎｍ、約８９０ｎｍ、約８９５ｎｍ、約９０５ｎｍ、約９１０ｎｍ、約９
１５ｎｍ、約９２０ｎｍ、約９３５ｎｍ、約９７５ｎｍ、約１０００ｎｍ、約１０５０ｎ
ｍ、約１１００ｎｍ、または１２００ｎｍを超える光は選択された領域に施されない。い
くつかの実施形態では、領域に施される光は、次のうちの１つ以上を下回る１つ以上の波
長を含まない：約４００ｎｍ、約４５０ｎｍ、約５００ｎｍ、約５５０ｎｍ、約５８５ｎ
ｍ、約５９５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６１３ｎｍ、約６１５ｎｍ、約６２０ｎｍ、約６２
４ｎｍ、約６２５ｎｍ、約６４０ｎｍ、約６５０ｎｍ、約６６７ｎｍ、約６８０ｎｍ、約
７１０ｎｍ、約７４０ｎｍ、約７５０ｎｍ、約７７０ｎｍ、約８１２ｎｍ、約８１５ｎｍ
、約８２０ｎｍ、約８３５ｎｍ、約８４５ｎｍ、または約８６０ｎｍ。例えば、いくつか
の実施形態では、約４００ｎｍ、約４５０ｎｍ、約５００ｎｍ、約５５０ｎｍ、約５８５
ｎｍ、約５９５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６１３ｎｍ、約６１５ｎｍ、約６２０ｎｍ、約６
２４ｎｍ、約６２５ｎｍ、約６４０ｎｍ、約６５０ｎｍ、約６６７ｎｍ、約６８０ｎｍ、
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約７１０ｎｍ、約７４０ｎｍ、約７５０ｎｍ、約７７０ｎｍ、約８１２ｎｍ、約８１５ｎ
ｍ、約８２０ｎｍ、約８３５ｎｍ、約８４５ｎｍ、または約８６０ｎｍを下回る光は、選
択された領域に施されない。いくつかの実施形態では、施される光は、約６００ｎｍ以下
の波長を含まない。いくつかの実施形態では、施される光は、約１０００ｎｍ以上の波長
を含まない。いくつかの実施形態では、施される光は、約６００ｎｍ以下の波長を含まず
、約１０００ｎｍ以上の波長を含まない。
【０２３８】
[0301]　いくつかの実施形態では、本発明の方法において有効量である十分な強度で領域
に施される光は、次のうちの１つ以上を超える１つ以上の波長を含まない：約５８５ｎｍ
、約６０５ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６３０ｎｍ、約６３５ｎｍ、約６４５ｎｍ、約６５５
ｎｍ、約６６０ｎｍ、約６６５ｎｍ、約６８０ｎｍ、約６８４ｎｍ、約７００ｎｍ、約７
２５ｎｍ、約７５５ｎｍ、約７７３ｎｍ、約７８０ｎｍ、約７９５ｎｍ、約８１５ｎｍ、
約８３０ｎｍ、約８４６ｎｍ、約８５５ｎｍ、約８６５ｎｍ、約８７５ｎｍ、約８９０ｎ
ｍ、約８９５ｎｍ、約９０５ｎｍ、約９１０ｎｍ、約９１５ｎｍ、約９２０ｎｍ、約９３
５ｎｍ、約９７５ｎｍ、約１０００ｎｍ、約１０５０ｎｍ、約１１００ｎｍ、または約１
２００ｎｍ。例えば、いくつかの実施形態では、口腔または顎顔面の骨の再形成に有効量
である十分な強度を有し、約５８５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６３０ｎｍ、
約６３５ｎｍ、約６４５ｎｍ、約６５５ｎｍ、約６６０ｎｍ、約６６５ｎｍ、約６８０ｎ
ｍ、約６８４ｎｍ、約７００ｎｍ、約７２５ｎｍ、約７５５ｎｍ、約７７３ｎｍ、約７８
０ｎｍ、約７９５ｎｍ、約８１５ｎｍ、約８３０ｎｍ、約８４６ｎｍ、約８５５ｎｍ、約
８６５ｎｍ、約８７５ｎｍ、約８９０ｎｍ、約８９５ｎｍ、約９０５ｎｍ、約９１０ｎｍ
、約９１５ｎｍ、約９２０ｎｍ、約９３５ｎｍ、約９７５ｎｍ、約１０００ｎｍ、約１０
５０ｎｍ、約１１００ｎｍ、または約１２００ｎｍを超える光は、選択された領域に施さ
れない。いくつかの実施形態では、本発明の方法において有効量である十分な強度で領域
に施される光は、次のうちの１つ以上を超える１つ以上の波長を含まない：約４００ｎｍ
、約４５０ｎｍ、約５００ｎｍ、約５５０ｎｍ、約５８５ｎｍ、約５９５ｎｍ、約６０５
ｎｍ、約６１３ｎｍ、約６１５ｎｍ、約６２０ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６２５ｎｍ、約６
４０ｎｍ、約６５０ｎｍ、約６６７ｎｍ、約６８０ｎｍ、約７１０ｎｍ、約７４０ｎｍ、
約７５０ｎｍ、約７７０ｎｍ、約８１２ｎｍ、約８１５ｎｍ、約８２０ｎｍ、約８３５ｎ
ｍ、約８４５ｎｍ、または８６０ｎｍ。例えば、いくつかの実施形態では、本発明の方法
において有効量である十分な強度を有し、約４００ｎｍ、約４５０ｎｍ、約５００ｎｍ、
約５５０ｎｍ、約５８５ｎｍ、約５９５ｎｍ、約６０５ｎｍ、約６１３ｎｍ、約６１５ｎ
ｍ、約６２０ｎｍ、約６２４ｎｍ、約６２５ｎｍ、約６４０ｎｍ、約６５０ｎｍ、約６６
７ｎｍ、約６８０ｎｍ、約７１０ｎｍ、約７４０ｎｍ、約７５０ｎｍ、約７７０ｎｍ、約
８１２ｎｍ、約８１５ｎｍ、約８２０ｎｍ、約８３５ｎｍ、約８４５ｎｍ、または約８６
０ｎｍを下回る光は、選択された領域に施されない。いくつかの実施形態では、施される
光は、本発明の方法に有効量である十分な強度を有する約６００ｎｍ以下の波長を含まな
い。いくつかの実施形態では、施される光は、本発明の方法に有効量である十分な強度を
有する約１０００ｎｍ以上の波長を含まない。いくつかの実施形態では、施される光は、
本発明の方法に有効量である十分な強度を有する約６００ｎｍ以下の波長を含まず、本発
明の方法に有効量である十分な強度を有する約１０００ｎｍ以上の波長を含まない。
【０２３９】
[0302]　いくつかの実施形態では、ある特定の治療は特定の波長範囲に良好に応答する。
例えば、いくつかの実施形態では、歯の移動（またはより具体的には急速な歯の移動）は
、施される光の量が約７００ｎｍ～約９００ｎｍの波長を有するとき、より有効である。
いくつかの実施形態では、骨の治癒または骨の移植は、施される光の量が約６００ｎｍ～
約７００ｎｍの波長を有するとき、より有効である。
【０２４０】
[0303]　一実施形態では、口腔内装置は、約８５０ｎｍの波長を有し、１００ｍＷ／ｃｍ
２未満の強度の連続波の光を照射する。
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【０２４１】
[0304]　いくつかの実施形態では、光は、記載される光範囲の１つ、２つ以上で施される
。場合によって、光は、記載される光範囲の１つ、２つ以上の外側で施されない。他の実
施形態では、施される光は、特定の用途に所望される他の波長を有する。いくつかの実施
形態では、第１の特徴一式（例えば波長、強度、パルス、タイミング）を有する光は、第
１の領域（例えば、図１に示されるパネル１の領域）に施され、第２の特徴一式を有する
光は、第２の領域（例えば図１に示されるパネル３の領域）に施され得る。第１の領域お
よび第２の領域は、同じ領域であり得る、部分的に重複し得る、または重複しない場合が
ある。第１の特徴一式は、第２の特徴一式と同じであり得る、第２の特徴一式と部分的に
重複し得る、または全てが第２の特徴一式と異なってよい。一実施形態では、顎の１領域
は第１の波長範囲内の光を受けることができる一方、顎の別の領域は第２の波長範囲内の
光を受けることができる。第１および第２の波長は重複することができる。代替えとして
、他の実施形態では、第１および第２の波長は重複しない。
【０２４２】
[0305]　いくつかの実施形態では、光の１つ以上の波長は、患者に順次または同時に施す
ことができる。例えば、本発明の口腔内装置は、約８５０ｎｍの波長を有する光を放射す
る第１のエミッタと、約６２０ｎｍの波長を有する光を順次または同時に放射する第２の
エミッタとを含み得る。いくつかの実施形態では、第１のエミッタは、第１の期間の間、
光を放射するように構成され得、第２のエミッタは、第１の期間の後、第２の期間の間、
光を放射するように構成され得る。換言すると、第２のエミッタは、第１のエミッタが約
６２０ｎｍの波長を有する光を放射し始めた後に約８５０ｎｍの波長を有する光を放射す
るか、または第２のエミッタは、第１のエミッタが約８５０ｎｍの波長を有する光を放射
し始めた後に約６２０ｎｍの波長を有する光を放射する。いくつかの実施形態では、約８
５０ｎｍの波長を有する光は、次の歯科矯正治療期のうちの１つ以上が完了するか、ほぼ
完了するまで、すなわち整合期、空間閉鎖期、完了もしくは詳細期または保持期の間、患
者に毎日施される。これらの期のうちの１つ以上が一旦完了するか、またはほぼ完了する
と、患者は、例えば約８５０ｎｍおよび約６２０ｎｍの波長を有する光を施すことを含む
、混合光治療を受け始めることができる。約８５０ｎｍの光の波長は、約６２０ｎｍの光
の波長で患者に順次または同時に施され得る。歯がそれらの最終位置に移動したら、歯科
矯正治療の受動的段階を開始することができ、患者は約６２０ｎｍの波長を有する光のみ
を受け始めることができる。
【０２４３】
[0306]　光波長の範囲の例が異なる用途のために以下に提供されるが、本明細書に記載さ
れるものを含み得る任意の他の光波長値を有する光がこれらの用途に施すことができる。
【０２４４】
[0307]　いくつかの実施形態では、約８３５ｎｍ～約８７５ｎｍ、または約８５５ｎｍな
どの約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍの範囲の波長を有する光を施すことは、一実施形態では
、歯の移動の速度を高める本発明の方法に有用である。一実施形態では、歯の移動の速度
の増加は、口腔内装置を介して光が提供されない歯科矯正患者が体験する歯の傾いた動き
を超えた歯の傾いた動きを増加しない。いくつかの実施形態では、約６０５ｎｍ～約６４
５ｎｍ、または約６２５ｎｍなどの約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範囲の波長を有する光
を施すことは、同様に、一実施形態では、歯の移動の速度を高める本発明の方法に有用で
ある。いくつかの実施形態では、機能的器具の使用、強い力を加えること、および／また
はビタミンＤの投与と組み合わせた前述の波長のいずれかを有する光を施すことは、一実
施形態では、歯の移動の速度を高める本発明の方法に有用である。
【０２４５】
[0308]　一実施形態では、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範囲の波長を有する光を施すこ
とにより、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍの範囲の波長を有する光を施すよりも大きな全体
的な歯の移動の量または程度を高める。そのような実施形態では、機能的器具の使用、強
い力を加えること、および／またはビタミンＤの投与と組み合わせた前述の波長を有する
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光を施すことにより、光のみを施すよりも大きな全体的な歯の移動の量または程度をさら
に高めることができる。約５８５ｎｍ～６６５ｎｍ（例えば約６２５ｎｍ）の範囲の波長
を有する光を施すことによって、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍ（例えば約８５５ｎｍ）の
範囲の波長を有する光を施すより傾いた移動が約１０％～約５０％少なくなり得る。例え
ば、傾いた移動は、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％、約
４０％、約４５％、または約５０％少なく生じ得る。特定の光波長は傾いた移動を最小化
することができる。いくつかの実施形態では、機能的器具の使用、強い力を加えること、
および／またはビタミンＤの投与と組み合わせて施される特定の波長は、歯の傾いた移動
をさらに最小化することができる。
【０２４６】
[0309]　よって、一実施形態では、約６２５ｎｍなどの約６０５ｎｍ～約６４５ｎｍの範
囲の波長を有する光を施すことは、一実施形態では、歯科矯正治療の歯の全体的な移動を
容易にし、任意に骨の再生を高める本発明の方法に有用である。いくつかの実施形態では
、本方法は、骨の再生を増加させることをさらに含む。別の実施形態では、約８５５ｎｍ
などの約８３５～約８７５ｎｍの範囲の波長を有する光を施すことは、一実施形態では、
ある程度の傾いた移動が望ましいか、または許容され、任意に骨の再生を増加させる歯の
移動速度を高める本発明の方法に有用である。前述の実施形態では、機能的器具の使用、
強い力を加えること、および／またはビタミンＤの投与と組み合わせたこれらのそれぞれ
の範囲の光を施すことは、歯科矯正治療における歯の全体的な移動を容易にし、任意に骨
の再生を増加させるのに有用であり得る。
【０２４７】
[0310]　他の実施形態では、本明細書に記載される波長を有する光を施すことは、約６２
５ｎｍなどの約６０５ｎｍ～約６４５ｎｍの範囲の一実施形態では、骨の再形成の質また
は程度を増加させるのに有用である。したがって、本発明は、有効量の光を患者に施すこ
とを含む、骨の再形成の質または程度を増加させるための方法にさらに関し、有効量の光
は、本発明の装置のエミッタから照射される。いくつかの実施形態では、装置の少なくと
も一部分は、光が施されるとき、歯槽軟組織と接触する。いくつかの実施形態では、骨の
再形成の質または程度を増加させるための方法は、それを必要とする患者の１つ以上の歯
に強い力を加えさせる、および／または患者にビタミンＤを投与することをさらに含む。
【０２４８】
[0311]　骨の再形成は、これらに限定されないが、骨の形状、骨容積、骨密度、または骨
のミネラル含量などの任意の骨の特徴の変化を含み得る。いくつかの実施形態では、骨の
再形成は、骨成長または吸収を含み得る。骨成長または骨吸収をもたらすことにより、骨
の形状または位置（即ち、歯の移動）を変更させることができる。骨の再形成の質または
程度を増加させることにより、骨（下顎骨または上顎骨）の形状もしくは位置を調節する
のに役立つか、または特定の位置、例えば、１つ以上の歯科矯正器具の器具などの歯科矯
正治療により生じる位置に歯を維持することを増加させるのに役立ち、前の位置、例えば
１つ以上の歯科矯正器具の任意の器具などの歯科矯正治療前の位置に歯が戻る可能性を減
少させることができる。よって、歯科矯正治療の前、治療の後、または治療と同時に、約
５８５ｎｍ～約６６５ｎｍ、または約６０５ｎｍ～約６４５ｎｍ、または約６１５ｎｍ～
６３５ｎｍ、または約６２５ｎｍの範囲の波長を有する光、任意に８１５ｎｍ～８９５ｎ
ｍの範囲の光でも施すことは、例えば歯の移動を安定化する本発明の方法に有用であり得
る。したがって、他の実施形態では、本発明の方法は、口腔内装置を介して光を施す前、
施した後、または施すと同時に、１つ以上の歯科矯正器具を患者に設置するなどの歯科矯
正治療を行うことをさらに含む。一実施形態では、歯科矯正器具は、保持装置デバイスま
たは受動的歯科矯正器具である。他の好適な歯科矯正器具は、Ｈａｗｌｅｙ保持装置、も
しくは真空形成保持装置、または結合式舌保持装置などの固定式保持装置などの着脱可能
な保持装置を含み得る。光を施す前、施した後、または施すと同時に、これらの器具は、
例えば骨の再生または再形成を刺激することにより、歯の位置の維持を補助するこができ
る。いくつかの実施形態では、本発明の方法は、光を施す前、施した後、または施すと同
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時に、１つ以上の機能的器具を設置するなど、口腔または顎顔面の骨の再形成を調節する
ことをさらに含む。歯科矯正治療の前、施した後、または施すと同時に、約８１５ｎｍ～
約８９５ｎｍ、または約８３５ｎｍ～約８７５ｎｍ、または約８４５ｎｍ～約８６５ｎｍ
、または約８５５ｎｍの範囲の波長を有する光による施工は、一実施形態では、歯の移動
を安定化するのにも有用であり得る。一実施形態では、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範
囲の波長を有する光を施すことにより、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍの範囲の波長を有す
る光を施すよりも大きな程度または規模に骨の再生または再形成を高める。
【０２４９】
[0312]　歯根吸収は、歯の骨構造の破損もしくは破壊、または後の損失を含み得る。歯根
吸収は、根表面にごく近接する場合、根表面のセメント質および下層の根象牙質を再吸収
することができる周囲組織の破骨細胞にマクロファージを分化することにより生じ得る。
歯根吸収は、通常の生理学的毛細管および間質圧よりも高い歯周組織圧を加える重いまた
は超生理学的歯科矯正力により悪化し得る。これは正常な血流を阻止し、これはスキーマ
（ｓｃｈｅｍａ）（血液供給の欠如）ならびに最終的には歯周組織の軟組織および骨の細
胞死を引き起こす場合がある。「ヒアリン化区域」としても知られるこれらの壊死細胞は
、多核細胞および穿掘性呼吸過程を通して除去され、多くの場合、健康な骨、セメント質
、および歯周組織はこのプロセスを通して再吸収される。
【０２５０】
[0313]　したがって、特定の波長を有する光を施すことは、例えば全体に対して傾いた歯
の移動の速度、質、および種類を調節する、ならびに歯の移動を増加または安定化するの
に有用である。いくつかの実施形態では、歯の移動の安定化は、１つ以上の歯があまり傾
かずに移動する移動を含み得る。歯の移動の安定化は、特定の方法で歯の移動を遅らせる
、または停止させることも含み得る。例えば、これは、傾斜（または傾いた移動）の量を
最小化する、またはそれを排除することを含み得る。光を施すことは、骨の再生または再
形成を増加（または誘発）するのにも有用であり得る。光を施すことは、歯根吸収、骨吸
収、炎症性象牙質もしくはセメント質吸収、または組織の炎症を低減する、最小化する、
または予防するのにも有用であり得る。機能的器具の使用、強い力を加えること、および
／またはビタミンＤの投与と組み合わせて光を施すことは、これらの目的にさらに有用で
あり得る。
【０２５１】
[0314]　いくつかの実施形態では、光は、患者の歯槽軟組織もしくは他の口腔組織の少な
くとも一部分、またはそれ全体に施すことができる。代替えとして、口腔内装置を使用し
て、１つ以上の特定の波長の光は、患者の口の１つ以上の領域の歯の移動（例えば固定（
移動しない）、全体的、または傾いた）をもたらすために、患者の歯槽軟組織の異なる選
択した領域に施すことができる。例えば、患者の顎の他の選択された領域の移動を容易に
するために、歯が移動しない、または歯が固定装置として機能することが所望される１つ
以上の領域は、図５を参照して本明細書に記載されるように、それらが光を受けないよう
に任意に覆われるか、遮蔽され得る。代替えとして、患者の顎の他の選択された領域の移
動を容易にするために、歯が移動しない、または歯が固定装置として機能することが所望
される１つ以上の領域は、そのような領域に対する光エミッタが切られるため、光を受け
ない。歯を全体的に移動することが望まれる領域は、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範囲
、約６０５ｎｍ～約６４５ｎｍ、約６１５ｎｍ～約６３５ｎｍ、または約６２５ｎｍの範
囲の波長を有する光で施すことができる。歯の移動を高めることが望まれるが、歯のある
程度の傾いた移動を可能にする領域は、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍ、約８３５ｎｍ～約
８７５ｎｍ、約８４５ｎｍ～約８６５ｎｍ、または約８５５ｎｍの範囲の波長を有する光
で施すことができる。歯の移動は、１つの波長を有する有効量の光を患者の歯槽軟組織の
１つ以上の選択された領域に施すことにより、および異なる波長を有する有効量の光を１
つ以上の異なる選択された粘膜の領域に施すことにより、選択的に調節することができる
。
【０２５２】
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[0315]　いくつかの実施形態では、光は、狭い波長範囲内（例えば５０ｎｍ以下、３０ｎ
ｍ以下、２０ｎｍ以下、１０ｎｍ以下、５ｎｍ以下）、または単一波長で施すことができ
る。いくつかの実施形態では、光は、限られた波長範囲（例えば１０００ｎｍ以下、７０
０ｎｍ以下、６００ｎｍ以下、５００ｎｍ以下、４００ｎｍ以下、３００ｎｍ以下、２５
０ｎｍ以下、２００ｎｍ以下、１５０ｎｍ以下、１００ｎｍ以下、または７５ｎｍ以下）
で施される。いくつかの実施形態では、施される光は、狭いまたは限られた波長範囲を超
えた波長を含まない。狭いまたは限られた波長範囲は、前述の波長の上限または下限のい
ずれかを有し得る。しかしながら、いくつかの実施形態では、施される光は、狭いまたは
限られた波長範囲を超えた波長を有する有効量を構成するのに十分な強度を有する光を含
まない。
【０２５３】
[0316]　いくつかの実施形態では、光は放射の１つ、２つ以上のピーク波長で放射され得
る。ピーク波長は、最高強度の光が放射される波長である。いくつかの実施形態では、光
は、範囲内の最高強度を有するピーク波長を含む波長の範囲で施すことができる。いくつ
かの実施形態では、ピーク波長は、約６２０ｎｍ、約６４０ｎｍ、約６５０ｎｍ、約６５
５ｎｍ、約６６０ｎｍ、約６６５ｎｍ、約６７０ｎｍ、約６８０ｎｍ、約６９０ｎｍ、約
８００ｎｍ、約８２０ｎｍ、約８３０ｎｍ、約８３５ｎｍ、約８４０ｎｍ、約８４５ｎｍ
、約８５０ｎｍ、約８６０ｎｍ、約８７０ｎｍ、約８９０ｎｍ、約９１０、または約９３
０ｎｍであり得る。いくつかの実施形態では、施される光は、ピーク波長から約１ｎｍ、
約２ｎｍ、約３ｎｍ、約５ｎｍ、約１０ｎｍ、約１５ｎｍ、約２０ｎｍ、約３０ｎｍ、約
４０ｎｍ、約５０ｎｍ、約７５ｎｍ、約１００ｎｍ、約１５０ｎｍ、約２００ｎｍ、約２
５０ｎｍ、約３００ｎｍ、約４００ｎｍ、または約５００ｎｍ以上まで変動する波長を有
さない。
【０２５４】
[0317]　２つ以上の光波長が施される場合、光は、各波長強度の任意の割合で施すことが
できる。例えば、第１の波長で施される光は、第２の波長で施される光の約１．１倍、１
．２倍、１．３倍、１．５倍、１．７倍、２．０倍、２．５倍、３．０倍、３．５倍、４
．０倍、５．０倍、１０倍、１２倍、１５倍、２０倍、３０倍、５０倍、１００倍の強度
を有し得る。いくつかの実施形態では、施される光は、１つ以上の光エミッタから放射さ
れ、別の実施形態では、第１の特性一式を有する１つ以上の光エミッタから、任意に第２
の特性一式を有する第２の光エミッタ一式から放射される。他の実施形態では、第１の特
徴一式を有する光エミッタの数は、第２の特徴一式を有する光エミッタを超える。例えば
、第１の特徴一式を有する光エミッタの数は、第２の特徴一式を有する光エミッタの数の
約１．１倍、１．２倍、１．３倍、１．５倍、１．７倍、２．０倍、２．５倍、３．０倍
、３．５倍、４．０倍、５．０倍、１０倍、１２倍、１５倍、２０倍、３０倍、５０倍、
１００倍であるか、またはその逆も同様であり得る。
【０２５５】
[0318]　例えば特定の波長の約１０ｎｍ未満～約１０ｎｍ超の波長を有する光は、任意に
単色または実質的に単色であってよい。光が「実質的に単色」であるとき、光は、単一波
長からなるか、または機能的器具に、患者の口腔または顎顔面の骨、筋肉、もしくは軟組
織、または１つ以上の歯に力を加えさせながら、または加えさせることなく患者の口腔ま
たは顎顔面の骨、筋肉、もしくは軟組織、または１つ以上の歯に施されるとき、口腔また
は顎顔面の骨の再形成を調節することを含む本発明の方法において効果がない強度で放射
される他の波長を含む。いくつかの実施形態では、実質的に単色の光は、範囲外の他の波
長で放射されることなく、または十分な光の強度が範囲外の他の波長で放射されることな
く、狭い波長範囲で放射される。いくつかの実施形態では、実質的に単色の光は、範囲外
の他の波長で放射されることなく、または十分な光の強度が範囲外の他の波長で放射され
ることなく、約５ｎｍ以下、約１０ｎｍ以下、または約２０ｎｍ以下の波長範囲内で放射
される。複数の波長で放射する光エミッタから光を施すことにより、複数の波長にわたる
照射、または施工におけるより高い選択性および精度が可能となり得る。光は任意に一貫
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しない光を含み得る。いくつかの実施形態では、光は単一周波数で施すことができる、光
は比較的迅速に移動する期を有することができる、光波のパルスは迅速に変化する振幅を
有することができる、または光波は広範囲の周波数を包含することができる。
【０２５６】
[0319]　光は、光エミッタから患者の口内の領域に直接施すことができる。いくつかの実
施形態では、光は、患者の口内の表面（例えば歯槽軟組織）に達するまたは伝わる前に光
学によって修正され得る。例えば、光は、光が放射された後、および光が患者の口内の表
面に達するまたは伝わる前に、拡散させる、集束させる、平行させる、反射させる、また
はフィルタにかけることができる。そのような修正は、例えば図３Ａに示される反射裏張
り２０など、口腔内装置と共にホイルまたは他の好適な材料を使用することにより実現す
ることができる。一実施形態では、１つ以上の波長の光は、患者の口内の表面に達する前
に、選択的に遮断されるか、部分的にフィルタがかけられる場合がある。いくつかの実施
形態では、光は、その領域に達する前に放射源から発散するか、または収束することがで
きる。例えば、光は、約４５～６０°の範囲の内包角θを有するビームに発散することが
できる。放射された光は、０～約１５°、０～約３０°、０～約４５°、０～約６０°、
０～約７５°、０～約９０°、または０～約１２０°の内包角θを有するように発散する
。
【０２５７】
[0320]　いくつかの実施形態では、工業規格のＬＥＤは、光を生成するように使用される
。ＬＥＤは、上顎および下顎両方の歯槽の標的区域を網羅するように一連の治療アレイ上
に配列される１つ以上のエミッタアレイを含み得る。
【０２５８】
[0321]　領域を照射する光は、任意に、放射される光と同じまたはほぼ同じ特徴を有する
ことができる。いくつかの実施形態では、領域に達する光は、放射される光と同じ特徴を
有さない。光特徴のうちの１つ以上は、施工前に、または光が患者の口腔組織を通過する
ときに、任意に変更することができる。光特徴のうちの１つ以上は、光が口腔内装置内に
結合される、またはその中に配置される１つ以上のレンズもしくは鏡などの光学を通過す
るときに、任意に変更することができる。例えば、光特徴のうちの１つ以上は、約±２０
％以下、約±１５％以下、約±１０％以下、約±５％以下、約±３％以下、約±１％以下
、約±０．５％以下、または約±０．１％以下の範囲で変更することができる。
【０２５９】
[0322]　例えば光エミッタから照射する線量または有効量の光は、約２４Ｊ／ｃｍ２～約
２００Ｊ／ｃｍ２の範囲であり得る。有効な線量の光は、１回または繰り返し施すことが
できる。いくつかの実施形態では、有効量は、約３０Ｊ／ｃｍ２～約１００Ｊ／ｃｍ２で
ある照射された光エネルギー密度を有し得る。他の実施形態では、有効量は、約５Ｊ／ｃ
ｍ２以下、約１０Ｊ／ｃｍ２以下、約２０Ｊ／ｃｍ２以下、約３０Ｊ／ｃｍ２以下、約５
０Ｊ／ｃｍ２以下、約７５Ｊ／ｃｍ２以下、約１００Ｊ／ｃｍ２以下、約１２５Ｊ／ｃｍ
２以下、約１５０Ｊ／ｃｍ２以下、約１７５Ｊ／ｃｍ２以下、または約２００Ｊ／ｃｍ２

以下であり得る。照射される光の有効量は、約１Ｊ／ｃｍ２以上、約５Ｊ／ｃｍ２以上、
約１０Ｊ／ｃｍ２以上、約２０Ｊ／ｃｍ２以上、約２５Ｊ／ｃｍ２以上、約３０Ｊ／ｃｍ
２以上、約４０Ｊ／ｃｍ２以上、約５０Ｊ／ｃｍ２以上、約６０Ｊ／ｃｍ２以上、約７５
Ｊ／ｃｍ２以上、約１００Ｊ／ｃｍ２以上、約１２５Ｊ／ｃｍ２以上、約１５０Ｊ／ｃｍ
２以上、または約１７５Ｊ／ｃｍ２以上であり得る。照射される光の有効量は、本明細書
に記載されるエネルギー密度値のいずれかによって制限される範囲にあってよい。例えば
、比較的高い平均強度を有する光を放射する光源を使用することにより、または光を施す
継続時間を増やすことにより照射される光の有効量を高めることができる。
【０２６０】
[0323]　有効量の光は、下顎骨または上顎骨などの領域に達するエネルギー密度を有する
ことができる。例えば、領域に達する有効量の光は、約０．５Ｊ／ｃｍ２～約１００Ｊ／
ｃｍ２であり得る。領域に達する有効量の光は、１回または連続して施すことができる。
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いくつかの他の実施形態では、有効量は、約１Ｊ／ｃｍ２～約５０Ｊ／ｃｍ２である照射
された光エネルギー密度を有する。他の実施形態では、有効量の光は、約０．５Ｊ／ｃｍ
２以下、約１Ｊ／ｃｍ２以下、約２Ｊ／ｃｍ２以下、約５Ｊ／ｃｍ２以下、約１０Ｊ／ｃ
ｍ２以下、約１５Ｊ／ｃｍ２以下、約２０Ｊ／ｃｍ２以下、約３０Ｊ／ｃｍ２以下、約４
０Ｊ／ｃｍ２以下、約５０Ｊ／ｃｍ２以下、約７０Ｊ／ｃｍ２以下、約８０Ｊ／ｃｍ２以
下、約９０Ｊ／ｃｍ２以下、または約１００Ｊ／ｃｍ２以下である。有効量の光は、約０
．５Ｊ／ｃｍ２以上、約１Ｊ／ｃｍ２以上、約２Ｊ／ｃｍ２以上、約３Ｊ／ｃｍ２以上、
約５Ｊ／ｃｍ２以上、約１０Ｊ／ｃｍ２以上、約１５Ｊ／ｃｍ２以上、約２０Ｊ／ｃｍ２

以上、約３０Ｊ／ｃｍ２以上、約４０Ｊ／ｃｍ２以上、約５０Ｊ／ｃｍ２以上、約６０Ｊ
／ｃｍ２以上、約７０Ｊ／ｃｍ２以上、約８０Ｊ／ｃｍ２以上、であり得る。領域に達す
る有効量の光は、本明細書に記載されるエネルギー密度値のいずれかによって制限される
範囲にあってよい。
【０２６１】
[0324]　有効量が口腔内装置を介して施される継続時間は、任意に連続であって、約１０
～約４０分の範囲であり得る。他の実施形態では、線量は、約３０秒以上、約１分以上、
約２分以上、約３分以上、約５分以上、約７分以上、約１０分以上、約１５分以上、約２
０分以上、約２５分以上、約３０分以上、約４０分以上、約５０分以上、約１時間以上、
約１時間１５分以上、約１時間３０分以上、または約２時間以上の期間で施すことができ
る。有効量は、約３分以下、約５分以下、約１０分以下、約１５分以下、約２０分以下、
約２５分以下、約３０分以下、約３５分以下、約４０分以下、約５０分以下、約１時間以
下、約１時間１５分以下、約１時間３０分以下、約２時間以下、または約４時間以下の期
間で施すことができる。有効量は、本明細書に記載される時間値のいずれか以内の時間範
囲で施すことができる。いくつかの実施形態では、１つ以上の光遮断マスクまたは遮蔽装
置が口腔内装置と共に使用され得る。口腔マスクは、口腔マスクにより覆われる領域に達
することから、光の１つ以上の波長を遮断することができるか、または光の１つ以上の波
長の強度を減少させることができる。これは、上弓（例えば上顎歯）または舌弓（例えば
下顎歯）を含み得る。いくつかの実施形態では、口腔マスクは、患者の口腔組織または１
つ以上の歯と接触する。
【０２６２】
[0325]　任意の期間が光の線量間で提供され得る。例えば、線量間の期間は、数秒、数分
、数時間、数日、数週、数ヶ月、３ヶ月、または数年に基づいてよい。
【０２６３】
[0326]　いくつかの実施形態では繰り返しである有効量は、任意の所望される頻度、例え
ば、１日４回、１日３回、１日２回、毎日、２日に１回、毎週、２週に１回、毎月、また
は４ヶ月に１回で施すことができる。いくつかの実施形態では、線量は、規則的な間隔（
例えば毎日）で施すことができる一方、他の実施形態では、線量は、規則的な間隔で施さ
れない（例えば、線量はその週の間いつでも週に２回生じ得る）。一実施形態では、光は
朝と夜に施すことができる。光は、患者が骨の再形成または歯の移動を受けている期間中
を通して施すことができる。いくつかの実施形態では、患者は、骨の再形成または歯の移
動を受けることに加え、歯科矯正治療を受ける。歯科矯正治療は、口腔または顎顔面の骨
の再形成前、再形成後、または再形成と同時に生じ得る。光は、患者が歯科矯正治療を受
けている期間中を通して、または歯の移動を安定化するために治療後に施すことができる
。例えば、光は、本明細書に記載されるように、機能的器具または歯科矯正器具が適用さ
れた後、取り外された後、調節された後、面会後、または作動段階後に施すことができる
。患者が歯科矯正治療を受けている間に、高い頻度で、例えば１日４回、１日３回、１日
２回、毎日、または２日に１回、光を施すことが望ましい場合がある。例えば歯の移動を
安定化するために、または歯根吸収を低減するために光が施される場合、頻度を減少させ
た、例えば毎週、２週に１回、毎月、または４ヶ月に１回の治療が、患者への不便さを最
小化するために使用され得る。いくつかの実施形態では、有効量の光は、本明細書に記載
されるように、細胞死を防止するために、組織細胞、例えば虚血組織細胞のＡＴＰエネル
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ギーレベルを維持する。いくつかの実施形態では、光は約２日に１回以上で施される。い
くつかの実施形態では、患者は、少なくとも週に３回または４回光治療を受ける。
【０２６４】
[0327]　光は任意の時間長の間施すことができる。いくつかの実施形態では、光は、数秒
、数分、数時間、数日、数週、数ヶ月、４ヶ月、または数年に基づいて施すことができる
。例えば、光は、歯科矯正器具または機能的器具が力を加えている間に施すことができる
。１回以上の光の線量は、患者が、歯科矯正器具または機能的器具が力を加えている、口
腔または顎顔面の骨の再形成を受けている期間にわたって施すことができる。いくつかの
実施形態では、１回以上の光の線量は、力が１つ以上の歯に加えられている、患者が強い
力などのそれ自体が力を加えることができる歯科矯正器具を装着している、または患者が
、強い力などの力が適用され得る歯科矯正治療を受けている期間にわたって施すことがで
きる。いくつかの実施形態では、患者が歯科矯正治療を受けている間、または二次的器具
を装着している間、患者は口腔内装置を介した光で施される。他の実施形態では、口腔内
装置は、二次的器具が必要ではないように１つ以上の歯に強い力を加える。光の規則的、
不規則、連続的、または断続的な施工を含み得る光の施工は、約数日、数週、数ヶ月、数
四半期、数年に基づいてよい。いくつかの実施形態では、光は、複数の日、週、月、四半
期、年にわたって施される。いくつかの実施形態では、光は複数のセッションにわたって
施される。いくつかの実施形態では、１時間以上、１日以上、１ヶ月以上、１四半期以上
、または１年以上がセッション間で生じる。
【０２６５】
[0328]　光エミッタがパルスである場合、それらの負荷サイクルは、所望に応じて調節す
ることができ、例えば、光は、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約
６０％、約７０％、約８０％、または約９０％の負荷サイクルで施すことができる。パル
スは、任意の周波数で生じ得る。例えば、光は、毎ピコ秒、毎ナノ秒、毎マイクロ秒、毎
ミリ秒、毎秒、毎複数秒、または毎分パルスを発することができる。周波数は、約１ｍＨ
ｚ、約１０ｍＨｚ、約５０ｍＨｚ、約１００ｍＨｚ、約５００ｍＨｚ、約１Ｈｚ、約２Ｈ
ｚ、約５Ｈｚ、約１０Ｈｚ、約１５Ｈｚ、約２０Ｈｚ、約２５Ｈｚ、約３０Ｈｚ、約３５
Ｈｚ、約４０Ｈｚ、約５０Ｈｚ、約７０Ｈｚ、約１００Ｈｚ、約２００Ｈｚ、約５００Ｈ
ｚ、または約１ｋＨｚを含み得るが、これらに限定されない。光放射の前述の特徴のいず
れも（例えば光がついているか消えているかに関わらず、連続もしくはパルス、負荷サイ
クル、周波数、強度、波長）変動するか、または維持され得る。コントローラを有する供
給源から光が放射される場合、光放射の任意の特徴は、そのコントローラからの指示に従
い変動するか、または維持され得る。
【０２６６】
[0329]　いくつかの実施形態では、口腔内装置のエミッタは、所与の期間でついている、
または消えている光の数は、個別に制御可能であってよい。例えば、光源またはエミッタ
を、他の光源またはエミッタ（例えば図１８Ｃに示される装置など）に対してつけるか、
または消すことができる。様々な光源は、患者の歯槽軟組織または他の領域の個々の区画
を所望のエネルギー密度に曝露するために、個々に調節される（例えば特定の光源の１つ
以上の特性は変動し得る）か、または個々に制御され得る。これは、異なる領域に光を施
すことが望ましい場合（例えば口腔内装置の様々なパネルを介して）、望ましくてよい。
よって、施される光の位置は変動し得る。別の実施形態では、異なる種類の光源を他の光
エミッタに対してつけるか、または消すことができる。例えば、ある時点で、第１の波長
範囲で放射される光をつけることができる一方、第２の波長範囲で放射される光を消すこ
とができる、その逆、または両方の種類の光エミッタをつけるか、または消すことができ
る。よって、施される光の波長は変動し得る。いくつかの実施形態では、施される光の強
度は、（例えばいくつかの光源をつけるか、もしくは消すことにより、または光源によっ
て放射された強度を変動することにより）変動し得る。光を選択的に施すことにより、い
ずれの光にも曝露されない歯の固定作用を増加させる（下歯の移動性のため）ことができ
、これは、それによって、より正確な骨の再形成または光が施される歯の移動を可能にす
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ることができる。
【０２６７】
[0330]　いくつかの実施形態では、特に赤外光が患者に施される場合、本発明の方法は可
視光の放射を提供することをさらに含む。一実施形態では、患者以外の個人によって行わ
れる場合、可視光は、装置の位置付けを補助するのに十分明るい。可視光は、必ずではな
いが、光治療または歯の移動の調節に有益である波長または波長範囲のものであり得る。
いくつかの実施形態では、光の可視および赤外成分の強度の割合は、１部以下の可視光に
対して５部以上の赤外光である。他の実施形態では、光の可視および赤外成分の強度の割
合は、約１部以上の可視光に対して５部以上の赤外光、１部以上の可視光に対して３部の
赤外光、１部以上の可視光に対して２部の赤外光、１部以上の可視光に対して１部の赤外
光、２部以上の可視光に対して１部の赤外光、３部以上の可視光に対して１部の赤外光、
５部以上の可視光に対して１部の赤外光、１０部以上の可視光に対して１部の赤外光であ
るか、または実質的に赤外光を含まない。いくつかの実施形態では、範囲内で放射され得
る光は、互いに対して１桁未満の波長を含み得る。代替えとして、範囲は、互いに対して
１桁、２桁、３桁以上で放射される波長を含み得る。
【０２６８】
[0331]　領域および所望の光特徴は患者により変動し得る。医師、歯科医、他の医療提供
者は、口腔内装置を装着している患者の光治療レジメンを決定することができる。
【０２６９】
[0332]　いくつかの場合では、例えば、他の領域の歯が移動される必要がない場合（例え
ば患者の上歯のみ、もしくは下歯のみの移動を調節すること、または固定歯に光を施さな
い、例えばそれから光を遮断することにより他の歯の移動を調節するとき、固定装置とし
てある歯を使用することが望ましい場合）、患者の歯槽軟組織の全てに満たない領域に光
を施すことが望ましい場合がある。患者の歯槽軟組織の選択された領域に光を施すことは
、組織または粘膜を通して光に１つ以上の選択された歯根を照射させることを含み得る。
【０２７０】
[0333]　一実施形態では、光は、強い力を加える前、加えている間、または加えた後に、
患者の歯槽軟組織の全てではない領域に選択的に施される。一実施形態では、光は、固定
歯に施されない。この実施形態では、機能的器具などの二次的な器具は、固定領域または
歯と、再形成されることが求められる１つ以上の選択された骨領域との間に位置する。二
次的な器具は、選択された骨領域、例えば別の歯に力を加えることができる。いくつかの
実施形態では、力は、強い力である。いくつかの実施形態では、有効量の光は、口腔内装
置を介して選択された骨領域または他の歯に施され、固定領域または固定された歯には施
されない。光を施すことにより、他の歯の選択された骨の再形成領域の速度または速さ（
もしくは移動の速度）を増加させ、他の歯の根吸収を低減する、最小化する、または予防
することができる一方、固定歯の選択されない領域の骨の再形成の速度または速さは増加
させない。
【０２７１】
[0334]　本明細書に記載されるように、患者の歯の移動を差次的に操作することが望まし
い場合、患者の歯槽軟組織の異なる領域に異なる波長の光を施すことが望ましい場合もあ
る。例えば、第１の波長の光は、第１の領域に施され、第２の波長の光は、第２の領域に
施され得る。第１および第２の波長は、例えば約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍ、または約８
１５ｎｍ～約８９５ｎｍなど、本明細書の別の箇所に記載される任意の波長を含み得る。
【０２７２】
[0335]　光は、区域（本明細書において、「光照射区域」とも称される）に施すことがで
きる。例えば、光は、区域を有する領域に施すことができる。いくつかの実施形態では、
光の特徴（例えば光強度）は、区域にわたって一定に維持され得る。他の実施形態では、
光の特徴は、区域にわたって変動し得る。例えば、光の強度は、領域の区域にわたって均
一であるか、または変動し得る。光を施す区域は任意の形状または寸法を有することがで
きる。
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【０２７３】
[0336]　光は、任意の寸法および形状の光照射区域に施すことができる。例えば、患者の
歯槽軟組織の特定の領域などの領域は、任意の寸法または形状を有することができる。光
照射区域は、約１～約８０ｍｍまたは約１～約７０ｍｍの範囲である１つ以上の寸法（例
えば長さ、幅、直径）を有することができる。いくつかの実施形態では、光照射区域の１
つ以上の寸法（例えば長さ、幅、直径）は、約１～約３ｍｍ、約３～約５ｍｍ、約５～約
７ｍｍ、約７～約１０ｍｍ、約１０～約１５ｍｍ、約１５～約２０ｍｍ、約２０～約２５
ｍｍ、約２５～約３０ｍｍ、約３０～約３５ｍｍ、約３５～約４０ｍｍ、約４０～約５０
ｍｍ、約５０～約６０ｍｍ、または約６０～約８０ｍｍの範囲であり得る。
【０２７４】
[0337]　光照射区域は、実質的に矩形の形状、正方形の形状、三角形の形状、六角形の形
状、八角形の形状、台形の形状、円形の形状、楕円形の形状、半月形の形状、円筒形の形
状、または半円形の形状を含み得るが、これらに限定されない任意の形状を有することが
できる。いくつかの実施形態では、光エミッタの寸法は、光照射区域の寸法とほぼ同じで
あってよい。他の実施形態では、光源の寸法は、光照射区域の寸法より大きくてよい。代
替えとして、光源の寸法は、照射区域の寸法より小さくてよい。光源と光照射区域の相対
面積は、平行角、収束角、または発散角であり得る、光が放射される任意の角度に依存し
得る。
【０２７５】
[0338]　いくつかの実施形態では、有効量の光は、口腔内装置を使用して、治療レジメン
において提供され得る。治療レジメンは、本発明の方法に使用され得る。
【０２７６】
[0339]　一実施形態では、典型的な治療レジメンは、毎日、光の線量を提供する。光の日
用量のそれぞれは、患者が口腔内装置を使用するとき、数分～約１時間続く時間にわたっ
て施すことができる。例えば、毎日、１／２時間の光の線量が有効であり得、患者に不当
に不便ではない。単回日用量は、同じ線量をその日の異なる時間に施される複数のセッシ
ョンに分けても同様に有効であり得る。一部の治療レジメンは、１２週間の間、１週間５
回の治療において光を施すことを含み得る。各治療は、１／２時間続き、６６０ｎｍ～８
４０ｎｍの波長を有する光で患者の口腔組織を照射することができる。６６０ｎｍの光は
、皮膚の表面で約２０ｍＷ／ｃｍ２の強度を有し得る。８４０ｎｍの光は、皮膚の表面で
約１０ｍＷ／ｃｍ２の強度を有し得る。これらの治療レジメンは骨密度を増強することが
できる。
【０２７７】
[0340]　他の治療レジメンは、２１日間、毎日の治療において光を施すことを含み得る。
各治療は、約２０分～約１時間続き、皮膚の表面で６１８ｎｍの波長および２０ｍＷ／ｃ
ｍ２の強度を有する光で、患者の口の組織を照明する。これらの治療レジメンは移植骨の
治癒を促進することができる。
【０２７８】
[0341]　別の治療レジメンは、６ヶ月間、１日２回光を施すことを含み得る。光は、約６
６０ｎｍもしくは約８４０ｎｍの波長で、またはそれらの両方の波長で口腔内装置を介し
て施すことができる。光の強度は、患者の口内の標的表面で約２０ｍＷ／ｃｍ２であり得
る。歯科矯正器具または機能的器具は、光が施されている間、患者の口の中に存在し得る
。最初の６ヶ月の期間後、光が２日に１回施される２回目の６ヶ月の期間が提供され得る
。同じ機能的器具または１つ以上の歯科矯正器具が、この時点で患者の口内に存在し得る
。光の施工は、任意に、治療が進行するにつれて頻度が少なくなるか、または低い強度で
施され得る。いくつかの実施形態では、治療レジメンを通して同じ口腔内装置が使用され
る。しかしながら、他の実施形態では、１つ以上の異なる口腔内装置が治療レジメンを通
して使用される。
【０２７９】
[0342]　別の治療レジメンは、歯科矯正器具または機能的器具を備える患者に光を施し、
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後に器具を調節することを含み得る。そのような一実施形態では、患者は、口腔内装置と
基部（例えばブレス）の両方を使用する。口腔内装置は、例えば、口腔内装置および歯科
矯正器具が同時に使用することができるように、二次的な器具に適合することができる。
いくつかの実施形態では、２つ以上の他の歯科矯正器具を口腔内装置と共に使用すること
ができる。他の実施形態では、歯科矯正器具および機能的器具は、口腔内装置と共に使用
される。歯科矯正器具は、機能的器具の設置前、設置後、または設置と同時に患者の歯に
設置することができる。いくつかの実施形態では、装着され、調節された歯科矯正器具は
、光も施す口腔内装置である。いくつかの実施形態では、歯科矯正器具の調節は、１つ以
上の歯に適用される力の規模を増加または変更することができる。歯科矯正器具の調節は
、１つ以上の歯に適用される力の方向を変更することができる。光は、歯科矯正器具を調
節する前に最大１時間、１つ以上の選択された歯に施すことができる。歯科矯正器具の調
節は、強い力を１つ以上の歯に加えさせることができる。器具の調節は、加えられた力の
規模もしくは方向、またはその両方を変更することができる。器具の調節は、器具のワイ
ヤ、バネ、または弾性デバイスのうちの１つ以上を締める、緩める、または交換すること
を含み得る。そのような構成成分の異なる寸法、材料、または形状を使用することができ
る。光は、次の器具の調節まで、１つ以上の選択された歯に毎日施すことができる。この
光の施工は、歯根吸収、骨吸収、組織の炎症、歯周組織吸収、またはセメント質吸収を低
減する、最小化する、または予防することができる。
【０２８０】
[0343]　別の治療レジメンは、患者にビタミンＤを投与することと、歯槽軟組織もしくは
下顎骨、上顎骨、または１つ以上の歯の領域に光を施すことと、機能的器具または歯科矯
正器具を設置することと、後に歯科矯正器具または機能的器具を調節することとを含み得
る。いくつかの実施形態では、機能的器具または歯科矯正器具の調節は、１つ以上の歯、
下顎骨もしくは上顎骨、または側頭骨に加えられる力の規模を増加または減少させる。機
能的器具の調節は、加えられる力の方向を変更することもできる。光は、機能的器具また
は歯科矯正器具を調節する前に最大１時間、１つ以上の選択された領域に施すことができ
る。機能的器具または歯科矯正器具の調節は、力を１つ以上の歯、下顎骨、上顎骨、また
は側頭骨に加えさせることができる。機能的器具または歯科矯正器具の調節は、加えられ
た力の規模もしくは方向、またはその両方を変更することができる。機能的器具または歯
科矯正器具の調節は、器具のワイヤ、バネ、または弾性デバイスの１つ以上を締める、緩
める、または交換することを含み得る。そのような構成成分の異なる寸法、材料、または
形状を使用することができる。次に、光は、機能的器具または歯科矯正器具が次に調節さ
れるまで、１つ以上の選択された領域に、例えば毎日施すことができる。この光の施工は
、口腔または顎顔面の骨の再形成を調節することができる。いくつかの実施形態では、光
を施すことにより、歯の移動を調節する。例えば、ビタミンＤの投与および光の施工は、
骨の再形成または歯の移動の速度を増加させることができる。これは、機能的器具または
歯科矯正器具が装着される、または患者によって装着される必要がある時間量を短縮する
ことができる。
【０２８１】
[0344]　本発明の方法は、本発明の装置、患者の口、患者の歯槽軟組織、または患者の口
もしくはその領域に指向される、またはそれと接触する任意の光源の温度を制御すること
をさらに含み得る。本明細書に記載されるように、口腔内装置は、患者の口、患者の歯槽
軟組織、および／または光エミッタの温度を監視する温度センサ（または他の同様のセン
サ）を含み得る。本方法は、患者の口の温度を冷却する、加熱する、または維持すること
を含み得る。患者の口、例えば患者の歯槽軟組織は、熱の除去または提供をもたらすこと
ができる温度制御機構と接触することができる。いくつかの実施形態では、そのような温
度制御機構は、口腔内装置に結合されるか、その中に配置される。いくつかの実施形態で
は、光源の温度が制御され得る。温度制御機構は、光源と通信することができる。熱は、
光源から除去されるか、それに提供することができる。本明細書に記載される温度調節に
関する任意実施形態は、本方法内で使用することができる。本方法は、患者の口の温度を
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測定する、患者の口内の特定の表面領域、例えば歯槽軟組織の温度を測定する、または光
エミッタのうちの１つ以上の温度を測定することをさらに含み得る。温度調節は、任意に
、行われた１つ以上の温度測定に応じて生じ得る。
【０２８２】
[0345]　一実施形態では、本発明の方法は、患者の歯科矯正治療前、治療後、または治療
と同時に行われる。一実施形態では、光の施工は、反復である。
【０２８３】
[0346]　口腔または顎顔面の骨の再形成は、下顎骨、上顎骨、または側頭骨で生じ得る。
いくつかの実施形態では、口腔または顎顔面の骨の再形成は、側頭下顎関節などの関節で
生じ得る。いくつかの実施形態では、口腔または顎顔面の骨の再形成は、顆状突起または
関節窩で生じ得る。口腔または顎顔面の骨の再形成の調節は、下顎骨もしくは上顎骨の保
定、下顎骨もしくは上顎骨の伸長もしくは短縮、または下顎骨もしくは上顎骨の角度、形
状、または大きさの変更をもたらすことができる。
【０２８４】
[0347]　口腔または顎顔面の骨の再形成は、患者に機能的器具を設置することを含み得る
。機能的器具は、患者の１つ以上の歯に存在し得る。本方法は、１つ以上の歯、患者の歯
ぐき、患者の上顎もしくは下顎骨、または他の口腔もしくは顎顔面特徴に器具を設置する
など、患者に機能的器具を設置することと、患者の機能的器具を調節することとを含むか
、または患者から機能的器具を取り外すことを含み得る。口腔または顎顔面の骨の再形成
に関する治療は、機能的器具が患者に設置される期間を含み得る。いくつかの実施形態で
は、口腔または顎顔面の骨の再形成に関する治療は、機能的器具が患者に設置された、ま
たは患者から取り外された後の期間を含み得る。いくつかの実施形態では、口腔または顎
顔面の骨の再形成に関する治療は、機能的器具の設置前の期間を含み得る。他の実施形態
では、口腔または顎顔面の骨の再形成に関する治療は、下顎骨、上顎骨、側頭骨などの口
腔もしくは顎顔面の骨、筋肉、軟組織、または１つ以上の歯に、あるいは口腔内筋肉が１
つ以上の歯、下顎骨、上顎骨、側頭骨に力を加えることを防止することができる１つ以上
の口腔筋肉に力を加える前、加えている間、または加えた後の期間を含む。口腔または顎
顔面の骨の再形成に関する治療は、患者が矯正歯科医または他の歯科専門家に診てもらっ
ている、または相談している期間を含み得る。
【０２８５】
[0348]　そのような再形成を調節するための方法を含む口腔または顎顔面の骨の再形成に
関する治療は、作動段階および受動的段階を含み得る。作動段階は、機能的器具が患者の
中に設置されている、かつ／または患者に設置されている、ある時間を含み得る。いくつ
かの実施形態では、作動段階は、力が、歯、下顎骨、上顎骨、側頭骨に加えられている時
間を含む。作動段階は、患者が患者の機能的器具に対して１つ以上の調節を受けている期
間を含み得る。いくつかの実施形態では、作動段階は、歯科矯正治療の整合期を含む。受
動的段階は、機能的器具が患者から取り外された後の期間を含み得る。いくつかの実施形
態では、受動的段階は、機能的器具が設置されたが、もはや調節を受けない期間を含む。
いくつかの実施形態では、受動的段階は、機能的器具が定位置にあるとき、顎または歯に
さらなる筋肉の緊張がない期間を含み、これは、典型的には、治療および骨の再形成の期
間後に生じる。いくつかの実施形態では、受動的段階は、機能的器具が骨の再形成をもた
らすための力を提供しない期間を含む。代わりに、受動的段階は、機能的器具が患者に設
置され、その位置に上顎骨または下顎骨を維持する期間を含み得る。口腔または顎顔面の
骨の再形成の任意の段階は、約数日、数週、数ヶ月、数四半期、または数年続き得る。
【０２８６】
[0349]　歯科矯正治療は、支持上顎または下顎に対して１つ以上の歯をその位置に移動さ
せる、または維持させることができるか、または歯の移動の調節を含み得る。場合によっ
て、歯科矯正治療は、歯を整合することを含み得る。歯科矯正治療は、歯が不適切に整合
するとき、例えば顎骨は互いに関係しているため、下層の顎骨のそれらの個々の位置また
は複数の位置の結果として生じ得る不正咬合を治療することを含み得る。不正咬合は、本
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明細書に記載される方法による光治療または歯の移動調節を使用して治療することができ
る。したがって、本発明はさらに、不正咬合を治療するまたは予防するための方法に関し
、有効量の光を患者に施すことを含み、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射
される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、歯槽
軟組織と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、強い力を必要とする患者の１つ
以上の歯にそれを加えさせることをさらに含む。いくつかの実施形態では、光は、強い力
が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施される。
【０２８７】
[0350]　歯科矯正治療は、患者に歯科矯正器具を設置することを含み得る。歯科矯正器具
は、患者の１つ以上の歯に存在し得る。本方法は、患者の１つ以上の歯に器具を設置する
など、患者に歯科矯正器具を設置することと、患者の歯科矯正器具を調節することとを含
むか、または患者から歯科矯正器具を取り外すことを含み得る。いくつかの実施形態では
、歯科矯正器具は、機能的器具を設置、または取り外す前、その後、またはそれと同時に
設置される、または取り外され得る。歯科矯正治療は、歯科矯正器具が患者に適用される
期間を含み得る。いくつかの実施形態では、歯科矯正治療は、歯科矯正器具が患者に適用
された、または患者から取り外された後の期間を含み得る。いくつかの実施形態では、歯
科矯正治療は、歯科矯正器具を適用する前の期間を含み得る。他の実施形態では、歯科矯
正治療は、１つ以上の歯に強い力を加える前、加えている間、加えた後の期間を含む。歯
科矯正治療は、患者が矯正歯科医に診てもらっている、または相談している期間を含み得
る。
【０２８８】
[0351]　いくつかの実施形態では、歯科矯正治療は、作動段階および受動的段階を含み得
る。作動段階は、歯科矯正器具が患者に設置される時間を含み得る。場合によって、作動
段階は、歯の移動をもたらすために、力が１つ以上の歯に適用される時間を含み得る。い
くつかの実施形態では、作動段階中に１つ以上の歯に適用される力は、強い力である。作
動段階は、患者が患者の器具に対して１つ以上の調節を受けている期間を含み得る。いく
つかの実施形態では、作動段階は、歯科矯正治療の次の段階、すなわち、整合段階、空間
閉鎖段階、および完了または詳細段階のうちの１つ以上を含む。整合段階は、本明細書に
記載される。空間閉鎖段階は、整合段階が必要である場合、典型的には、整合段階後に生
じる。一般に、空間閉鎖段階中、１つ以上の歯は、歯間の任意の隙間が最小化されるよう
に移動される。完了または詳細段階は、空間閉鎖段階が必要である場合、典型的には、空
間閉鎖段階後に生じる。一般に、完了または詳細段階中、正方形または矩形のワイヤが、
いくつかの実施形態では、ブラケットを備える歯科矯正器具の部品として患者の１つ以上
の歯に設置され、歯が最終的な正しい位置に固定されるように、歯の１つ以上にトルクを
与えるために使用される。１つ以上の歯の全体的な移動は、典型的には、空間閉鎖段階お
よび完了または詳細段階のうちの１つまたはそれらの両方の間に生じる。光治療は、作動
段階の期のうちの任意の１つ以上の間、または受動的段階中に患者に施すことができる。
【０２８９】
[0352]　保持段階を含む受動的段階は、器具が患者から取り外された後の期間を含み得る
。場合によって、受動的段階は、器具が設置されたが、もはや調節を受けない期間を含む
。場合によって、受動的段階は、歯科矯正器具がもはや歯に力を加えない期間を含み得る
。いくつかの実施形態では、受動的段階は、例えば、歯科矯正器具が歯の移動をもたらす
ために力を提供しない期間を含み得る。代わりに、受動的段階は、器具が患者に設置され
、その位置に１つ以上の歯を維持する期間を含み得る。いくつかの実施形態では、歯科矯
正治療の任意の段階は、約数日、数週、数ヶ月、数四半期、または数年続き得る。
【０２９０】
[0353]　いくつかの実施形態では、歯科矯正治療は、骨の再形成をもたらすことができる
。いくつかの実施形態では、歯科矯正治療および骨の再形成または歯の移動は、同時に生
じる。いくつかの実施形態では、光治療に加えて、力は、１つ以上の歯、顎の任意の領域
、または口もしくは頭部の任意の他の領域に加えることができる。力は、口腔内装置およ
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び／または歯科矯正器具によって加えることができる。いくつかの実施形態では、力は、
強い力である。骨の再形成は、顎の骨を含む骨の位置または形態を変更することを伴う場
合がある。例えば、顎の骨は、前方に移動されるか、または伸長され得る。本明細書に開
示されるように、骨の再形成の他の例も適用され得る。いくつかの実施形態では、骨の再
形成は、歯の移動の調節と併せて生じ得る。したがって、本発明の方法は、骨の再形成に
有用であり、一実施形態では、骨の再形成をもたらす。光は、任意の口腔の骨または組織
などの領域に施すことができ、骨の再形成に有用である。したがって、本発明は、有効量
の光を患者に施すことを含む、骨の再形成を誘発するための方法をさらに提供し、有効量
の光は、本発明の装置のエミッタから照射される。いくつかの実施形態では、装置の少な
くとも一部分は、光が施されるとき、歯槽軟組織と接触する。いくつかの実施形態では、
本方法は、強い力を必要とする患者の１つ以上の歯にそれを加えさせることをさらに含む
。いくつかの実施形態では、光は、強い力が加えられる前、加えられている間、または加
えられた後に施される。光治療は、骨の再形成の速度を高めることができ、骨の再形成の
ために力と併せて提供され得る。例えば、本発明の方法において記載されるように、有効
量の光を施すことにより、光なしで骨の再形成を同程度に実現するための時間量を、約１
０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、また
は約９０％まで短縮することができる。光治療は、歯の移動の速度を高めることができる
骨の再形成を促進することができる。これは、より軽い力よりも歯の移動をさらに促進し
得るより重い力を使用させることが可能である。そのような力は、１つ以上の歯科矯正器
具により加えることができる。
【０２９１】
[0354]　歯科矯正器具の設置、調節、または取り外しは、口腔内装置を介して、有効量の
光を施す前または施した後に生じ得る。いくつかの実施形態では、有効量の光は、歯科矯
正器具を用いた歯科矯正治療中の歯の移動を調節もしくは促進する、または機能的器具を
用いた口腔もしくは顎顔面の骨の再形成中の骨の再形成を調節もしくは促進するのに役立
ち得る。有効量の光は、歯科矯正器具が歯科矯正治療中に装着される、または機能的器具
が口腔もしくは顎顔面の骨の再形成の治療中に装着される時間量を短縮するのに有用であ
り得る。例えば、本発明の方法によると、光の適用は、治療時間（例えば機能的器具また
は歯科矯正器具の装着）を、最大約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、
約６０％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、または約９０％の治療時間まで短
縮することができる。例えば、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍ（例えば約６２５ｎｍ）の範
囲の波長を有する光を施すことにより、患者が歯科矯正器具または機能的器具を装着する
時間量を、約５％～約９０％、例えば約５％、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％
、約５０％、約６０％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、または約９０％まで
短縮することができる。約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍ（例えば約８５５ｎｍ）の範囲の波
長を有する光を施すことにより、患者が歯科矯正器具または機能的器具を装着する時間量
を、約５％～約９０％、例えば約５％、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５
０％、約６０％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、または約９０％まで短縮す
ることができる。
【０２９２】
[0355]　いくつかの実施形態では、所望の光特徴を有する有効量の光を施すことにより、
治療に必要な時間量を全体的に短縮する。例えば、治療は、機能的器具の設置、機能的器
具の取り外し、および歯科矯正器具の設置または取り外しを含み得る。機能的器具と歯科
矯正器具の使用を組み合わせることにより、全体的な治療時間を短縮させることができる
。さらに、骨の再形成および歯の移動に対する制御の増加をもたらすことができる。これ
は、患者の青年期の成長期中に特に有利であり得る。
【０２９３】
[0356]　約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範囲（例えば約６２５ｎｍ）の波長を有する光を
施すことにより、光を施さない歯の移動速度より約５％～約９０％速い歯の移動速度をも
たらすことができる。例えば、歯の移動速度は、光を施さない歯の移動速度より約５％、
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約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約７５％、
約８０％、約８５％、または約９０％速くてよい。
【０２９４】
[0357]　約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍの範囲（例えば約８５５ｎｍ）の波長を有する光を
施すことにより、５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範囲（例えば約６２５ｎｍ）の波長を有す
る光を施すことによりもたらされる歯の移動速度より約５％～約６０％速い歯の移動速度
をもたらすことができる。例えば、歯の移動速度は、５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの範囲（
例えば約６２５ｎｍ）の波長を有する光を施すことによりもたらされる歯の移動速度より
約５％、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約５５％、または約６０
％速くてよい。
【０２９５】
[0358]　約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍの範囲（例えば約８５５ｎｍ）の波長を有する光を
施すことにより、光を施さない歯の移動速度より約５％～約９５％速い歯の移動速度をも
たらすことができる。例えば、歯の移動速度は、光を施さない歯の移動速度より約５％、
約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約７５％、
約８０％、約８５％、約９０％、または約９５％速くてよい。
【０２９６】
[0359]　いくつかの実施形態では、光を施すことに加えて、歯科矯正治療、特に歯科矯正
器具の使用を含むものは、強い力などの力を１つ以上の歯に加えることができる。これは
、強い力を加えない歯の移動速度より約５％～約８０％速い歯の移動速度をもたらすこと
ができる。例えば、１つ以上の歯に強い力を加えることにより、歯の移動速度を、約５％
、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約７５％
、または約８０％まで高めることができる。強い力は、歯根吸収、骨吸収、炎症性象牙質
吸収、セメント質吸収、または組織炎症をもたらす場合がある。
【０２９７】
[0360]　いくつかの実施形態では、有効量の光を施すことにより、強い力が１つ以上の歯
に加えられるときの歯根吸収を低減する、予防する、または最小化するのに役立ち得る。
有効量の光は、強い力が有効量の光を施されることなく１つ以上の歯に加えられるときと
比較して、歯根吸収の量を低減するのに有用であり得る。例えば、本発明の方法によると
、光を施すことにより、歯根吸収を、最大約１％、約２％、約３％、約５％、約７％、約
１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約
７０％、約８０％、または約９０％まで低減することができる。特に強い力を適用してい
る間の歯根吸収の低減は、歯科矯正治療の時間量、または患者が歯科矯正器具を装着して
いる時間量の短縮を可能にし得る。有効量の光を施すことにより、患者が歯科矯正器具を
装着する時間量を、約５％～約９０％、例えば、約５％、約１０％、約２０％、約３０％
、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、または約
９０％まで短縮することができる。
【０２９８】
[0361]　いくつかの実施形態では、有効量の光を施すことにより、歯根もしくは歯周組織
の骨吸収、または炎症性象牙質もしくはセメント質吸収を低減する、予防する、または最
小化するのに役立ち得る。有効量の光は、強い力が有効量の光を施されることなく１つ以
上の歯に加えられるときと比較して、歯根および歯周組織の骨吸収、または炎症性象牙質
もしくはセメント質吸収を低減するのに有用であり得る。例えば、本発明の方法によると
、光を施すことにより、歯根もしくは歯周組織の骨吸収、または炎症性象牙質もしくはセ
メント質吸収を、最大約１％、約２％、約３％、約５％、約７％、約１０％、約１５％、
約２０％、約２５％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、
または約９０％まで低減することができる。強い力を加えている間の歯根もしくは歯周組
織の骨吸収、または炎症性象牙質吸収もしくはセメント質吸収を低減することにより、歯
科矯正治療の時間量、または患者が歯科矯正器具を装着している時間量を短縮することが
できる。有効量の光を施すことにより、患者が歯科矯正器具を装着する時間量を、約５％
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～約９０％、例えば、約５％、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約
６０％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、または約９０％まで短縮することが
できる。
【０２９９】
[0362]　いくつかの実施形態では、有効量の光を施すことにより、強い力が加えられてい
る、または加えられた１つ以上の歯を囲む組織の炎症を低減する、予防する、または最小
化するのに役立ち得る。有効量の光は、強い力が有効量の光を施されることなく１つ以上
の歯に加えられるときと比較して、強い力が加えられている、または加えられた１つ以上
の歯を囲む組織の炎症の量を低減するのに有用であり得る。一実施形態では、本発明の方
法によると、光を施すことにより、強い力が加えられている、または加えられた１つ以上
の歯を囲む組織の炎症を、約１％、約２％、約３％、約５％、約７％、約１０％、約１５
％、約２０％、約２５％、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０
％、または約９０％まで低減することができる。強い力を適用する一方で、強い力が加え
られている、または加えられた１つ以上の歯を囲む組織の炎症を低減することにより、歯
科矯正治療の時間量、または患者が歯科矯正器具を装着している時間量を短縮することが
できる。有効量の光を施すことにより、患者が歯科矯正器具を装着する時間量を、約５％
～約９０％、例えば、約５％、約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約５０％、約
６０％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、または約９０％まで短縮することが
できる。
【０３００】
[0363]　光は、治療レジメンに従い、口腔内装置を介して施すことができる。いくつかの
実施形態では、機能的器具（または歯科矯正器具が口腔内装置と併せて使用されるとき、
機能的器具もしくは歯科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施す前に設置され得る、機
能的器具もしくは歯科矯正器具が口腔内装置を介して光を施すと同時に設置され得る、機
能的器具もしくは歯科矯正器具口腔内装置を介して光を施した後に設置され得る、または
それらの任意の組み合わせであり得る。いくつかの実施形態では、機能的器具もしくは歯
科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施す前に取り外すことができる、機能的器具もし
くは歯科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施すと同時に取り外すことができる、機能
的もしくは歯科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施した後に取り外すことができる、
またはそれらの任意の組み合わせであり得る。いくつかの実施形態では、機能的器具もし
くは歯科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施す前に調節することができる、機能的器
具もしくは歯科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施すと同時に調節することができる
、機能的器具もしくは歯科矯正器具は、口腔内装置を介して光を施した後に調節すること
ができる、またはそれらの任意の組み合わせであり得る。
【０３０１】
[0364]　機能的器具または歯科矯正器具は、１つ以上の歯に力を加える口腔内装置に加え
て、またはその代わりに患者の１つ以上の歯に力を加えることができる。力は、口腔内装
置を介して光を施した後、施すと同時に、または施す前に加えられる（例えば機能的器具
および／または歯科矯正器具によって。力は、光の施工開始後、開始と同時に、または開
始前に加えることができる。力は、口腔内装置を伴う光治療レジメンの開始後、開始と同
時に、または開始前に加えることができる。力は、口腔内装置を伴う光治療セッションの
開始後、開始と同時に、または開始前に加えることができる。いくつかの実施形態では、
力は、光を施した１秒以上後、１分以上後、１時間以上後、１日以上後、もしくは１週間
以上後、および／または光を施した後１日以内、１週間以内、または１週間以内に加える
ことができる。光は、口腔内装置によって任意の時間長の間、施すことができる。いくつ
かの実施形態では、力は、光の施工開始１秒以上後、１分以上後、１時間以上後、１日以
上後、もしくは１週間以上後、および／または光の施工開始後１日以内、１週間以内、ま
たは１週間以内に加えることができる。いくつかの実施形態では、力は、光の施工終了１
秒以上後、１分以上後、１時間以上後、１日以上後、もしくは１週間以上後、および／ま
たは光の施工終了後１日以内、１週間以内、または１週間以内に加えることができる。力
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は、例えば強い力であり得る。
【０３０２】
[0365]　光は、強い力が加えられる前、加えられている間、または加えた後の任意の期間
の間、施すことができる。例えば、光は、強い力などの力を加える前、加えている間、ま
たは加えた後、約１分間、約２分間、約３分間、約５分間、約１０分間、約１５分間、約
２０分間、約３０分間、約４５分間、約１時間、約９０分間、約２時間、約３時間、約４
時間、または約６時間、施すことができる。いくつかの実施形態では、光は、約５分～約
１０分間施される。いくつかの実施形態では、光は、力を加え始める前、加え始め中に、
加え始めた後、任意の時間量で施される。例えば、光は、力を加え始める前、加え始め中
に、加え始めた後、約１分間、約２分間、約３分間、約５分間、約１０分間、約１５分間
、約２０分間、約３０分間、約４５分間、約１時間、約９０分間、約２時間、約３時間、
約４時間、約６時間、約１２時間、約１日、約３６時間、約２日間、約３日間、約４日間
、約１週間、約２週間、または約１ヶ月間、施すことができる。いくつかの実施形態では
、光は、約５分～約１０分間施される。
【０３０３】
[0366]　本明細書に記載されるように、力を開始する前、または力を加える前に光を施す
ことは、前治療レジメンの一部であり得る。しかしながら、いくつかの実施形態では、そ
のような前治療は生じず、機能的器具または歯科矯正器具が、任意の光が施される前に力
を加える。機能的器具または歯科矯正器具は、例えば光を施す１秒以上前、１分以上前、
１時間以上前、１日以上前、もしくは１週間以上前、および／または光を施す前１日以内
、１週週間以内、または１週週間以内に力を加えることができる。よって、力を加えた後
に、光の経過観察治療が提供され得る。いくつかの実施形態では、力は、光を施している
間、または光を施す１つ以上の段階で加えられる。
【０３０４】
[0367]　いくつかの実施形態では、機能的器具または歯科矯正器具は、光が施される領域
と同じ領域に力を加える。他の実施形態では、機能的器具または歯科矯正器具は、光が施
される領域と異なる領域に力を加える。いくつかの実施形態では、機能的器具または歯科
矯正に、光が施される領域以外の領域に力を加えさせることにより、光が施される領域に
力を加えさせることができる。
【０３０５】
[0368]　一実施形態では、線量または有効量の光は、約２４Ｊ／ｃｍ２～約２００Ｊ／ｃ
ｍ２の範囲の密度を有し、約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍ、または約８１５ｎｍ～約８９５
ｎｍの範囲の波長を有する。約５８５ｎｍ～約６６５ｎｍの波長を有する光を施すことは
、一実施形態では、歯の全体的な移動を促進する、もしくは歯の傾いた移動を最小化する
、またはそれらの両方のための本発明の方法において有用であり得る。８１５ｎｍ～約８
９５ｎｍの範囲の波長を有する光を施すことは、例えば、患者の骨ごと歯の動く速さを促
進させるための本発明の方法にも有用であり得る。いくつかの他の実施形態では、光の有
効な線量は、本明細書の別の箇所に記載される光特徴のいずれかを有し得る。光が施され
ない患者の上顎もしくは下顎歯槽の骨の領域の歯は、選択された領域の歯の移動を容易に
するために固定装置として使用され得る。光は、本明細書に記載される口腔内装置を使用
して、患者の口の特定の領域、例えば患者の歯槽軟組織に直接施される。
【０３０６】
[0369]　いくつかの実施形態では、本発明の方法は、口腔内装置を介して、患者の口の選
択された第１の領域（例えば歯槽軟組織の第１の領域）に、第１の波長を有する有効量の
光を必要とする患者にそれを施すことを含み、口腔内装置を介して、患者の口の選択され
た第２の領域（例えば歯槽軟組織の第２の領域）に、第２の波長を有する有効量の光を施
すことを含む。一実施形態では、第１の波長を有する有効量の光は、反復線量である。別
の実施形態では、第２の波長を有する有効量の光は、反復線量である。歯槽軟組織以外の
領域は、第１または第２の波長の光を受けることができる。一実施形態では、有効量の光
は、２４Ｊ／ｃｍ２～２００Ｊ／ｃｍ２の範囲であってよい。第１の波長は、約５８５ｎ
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ｍ～約６６５ｎｍの範囲であり得、第２の波長は、約８１５ｎｍ～約８９５ｎｍの範囲で
あり得る。他の実施形態では、有効量の光は、本明細書の別の箇所に記載される任意の光
特徴を有し得る。
【０３０７】
[0370]　いくつかの実施形態では、本方法は、口腔内装置および／もしくは二次的器具（
例えば機能的器具または歯科矯正器具など）を設置すること、口腔内装置および／もしく
は二次的な器具を取り外すこと、または口腔内装置および／もしくは二次的器具を調節す
ることをさらに含む。他の実施形態では、本方法は、歯科矯正治療が完了するまで、口腔
内装置を介して光を施すことを含む。歯科矯正治療は、歯科矯正専門家との面会が完了し
た後、１つ以上の歯の移動が任意の種類の歯科矯正器具の補助なしで実質的に同じ位置、
例えば特定の位置から約１～約３ミリメートル以内に維持されるように安定化した後、ま
たは本明細書にさらに詳細に記載される歯科矯正治療の受動的段階中、完了したと見なす
ことができる。光は、二次的器具が設置、調節、または取り外される前、取り外される間
、取り外された後、またはそれらの任意の組み合わせで領域に施すことができる。二次的
器具は、口腔内装置を介した光の適用前、適用中、適用後、またはそれらの任意の組み合
わせで適用、調節、または取り外すことができる。いくつかの実施形態では、強い力など
の力は、歯科矯正器具が設置もしくは調節されるとき、またはそのような設置もしくは調
節後の期間の間に加えることができる。
【０３０８】
[0371]　本明細書に記載されるように、例えば骨ごと歯を移動する速度、またはその移動
の質（例えば「全体的」または「傾いた」移動）は、光を施すことにより調節することが
できる。一実施形態では、本発明の方法は、骨の再生をもたらすのに有用であり、これは
本発明の方法と同時に生じ得る。骨の再生は、本発明の方法により光を施すことにより増
強され得る。歯科矯正治療が行われる場合、光は、口腔内装置を使用して、歯科矯正治療
前、治療中、または治療後に施すことができる。光は、本明細書に記載される任意の様式
で、口腔内光療法装置から放射され得る。骨の再生は、骨の成長または骨吸収を含み得る
。これは、骨芽細胞または破骨細胞の活性化を含み得る。歯の移動は、破骨細胞または骨
芽細胞の活動を必要とし得る。一実施形態では、本発明の方法による光を施すことにより
、破骨細胞または骨芽細胞を刺激し、したがって、破骨細胞または骨芽細胞の活動を刺激
する。光を施すことにより、骨の再形成を伴い得る歯の移動速度を増加させることができ
る。
【０３０９】
[0372]　例えば、一実施形態で、歯の移動を調節するための本発明の方法は、歯用マスク
または他の口腔マスクを適用する、調節する、または取り外すことも含み得る。マスクは
、口腔内装置に結合される、その中に配置される、またはさもなければその一部であり得
る。いくつかの実施形態では、口腔内装置のパネルの１つ以上は、マスクを含み得る。他
の実施形態では、マスクは、口腔内装置から分離しているが、患者が口腔内装置を装着し
ているとき、口腔内装置と接触するように構成される。歯用マスクは、光を施す前、施し
ている間、または施した後に適用され得る。光は、口腔用マスクまたは歯用マスクが適用
、調節、もしくは取り外される前、それらの間、それらの後、またはそれらの任意の組み
合わせで領域に施すことができる。いくつかの実施形態では、患者の歯の１つ以上、また
は患者の口の他の領域は、少なくともある程度の光を遮断することができるマスクで少な
くとも部分的に覆うことができる。マスクは、光の１つ以上の波長を遮断することができ
る。いくつかの実施形態では、マスクは、光の１つ以上の波長を完全に遮断することがで
き、他の実施形態では、マスクは、歯または患者の口の他の領域に達する光の量または強
度を低減することができる。いくつかの実施形態では、歯または患者の口の他の領域に施
される光の強度は、ゼロであるか、または光源から放射される光の強度未満であり得る。
【０３１０】
[0373]　本発明の別の態様によると、一実施形態では、歯の移動を調節するための本発明
の方法は、歯の再生を調節することができる。例えば、本方法は、骨の再生速度を増加さ
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せることができる。いくつかの実施形態では、骨の再生は、歯の移動の調節を容易にする
ことができ、例えば、移動の速さもしくは質を増加させるか、または歯の移動を安定化す
ることができる。例えば、骨の再生は、歯の移動前、移動中、または移動後に生じ得る。
骨の再生は、骨の成長、骨の強化、または骨吸収を含み得る。例えば、骨の再生中、骨の
ミネラル密度（ＢＭＤ）が増加し得る、骨の容積（ＢＶ）が増加し得る、骨のミネラル含
量（ＢＭＣ）が増加し得る、および骨容積に対する総容積（ＢＶ／ＴＶ）の割合もしくは
骨密度が増加し得る。高度のＢＶ／ＴＶは、高密度の骨を示す場合があり、骨の再生があ
まり生じ得ない場合、これは、歯の安定性を増強するために歯の移動が生じた後が望まし
い。具体的には、歯は、より密度が高く、よりミネラル化された骨によってゆっくり移動
し、密度が低い骨より長くそれらの位置を維持する。したがって、歯は、逆戻りし、それ
らの元の不整合状態に戻る可能性が低い。この様式では、光治療は、骨の質を増加させる
か、またはより具体的には、歯科矯正治療後の逆戻りを防止するために骨のミネラル密度
を増加させる。いくつかのそのような実施形態では、光治療は、力が患者の１つ以上の歯
に適用された後（即ち、力が患者の歯にもはや適用されないとき）に生じ得る。一実施形
態では、患者は、そのような光治療の間、歯科矯正器具を装着する。別の実施形態では、
患者は、そのような光治療の間、歯科矯正器具を装着しない。
【０３１１】
[0374]　骨の再生中に影響を及ぼし得るパラメータの他の例としては、海綿骨表面、骨の
質、破骨細胞活性（例えば、破骨細胞および前破骨細胞数）、および骨吸収を挙げること
ができる。光治療は、既存の細胞過程を増強することができる。骨の再生は、任意の骨組
織または口腔領域で生じ得る。例えば、骨の再生は、上顎歯槽骨の一部もしくは全て、下
顎歯槽骨、または１つ以上の歯の周囲に生じ得る。いくつかの実施形態では、骨の再生は
、歯周組織を含み得る１つ以上の歯の周囲に生じ得る。いくつかの実施形態では、１つ以
上の歯の周囲の領域は、歯の表面から約１ｍｍ、約２ｍｍ、または約３ｍｍ以内であり得
る。
【０３１２】
[0375]　いくつかの実施形態では、本発明の方法による光治療は、顎の骨壊死の治療、ま
たは予防をもたらすこともできる。したがって、本発明の方法は、顎の骨壊死の治療また
は予防に有用である。したがって、本発明は、患者に有効量の光を施すことを含む、顎の
骨壊死を治療するまたは予防するための方法をさらに提供し、有効量の光は、本発明の装
置のエミッタから照射される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光
が施されるとき、歯槽軟組織と接触する。本方法は、任意に、強い力を必要とする患者の
１つ以上の歯に、それを加えさせることを含む。適切な場合、光は、強い力が加えられる
前、加えられている間、または加えられた後に施すことができる。顎の骨壊死の治療また
は予防は、本明細書に記載される方法による光治療の使用を通して骨壊死を反転させるこ
とを含み得る。顎の骨壊死は、任意の骨組織に関して生じ得る。例えば、顎の骨壊死は、
上顎歯槽骨、下顎歯槽骨、もしくは１つ以上の歯の一部分または全てに関して生じ得る。
いくつかの実施形態では、顎の骨壊死を治療する、または予防するための方法は、患者に
有効量のビタミンＤを投与することをさらに含む。
【０３１３】
[0376]　いくつかの実施形態では、本発明の方法による光治療は、歯根吸収、骨吸収、炎
症性象牙質吸収もしくはセメント質吸収、または組織の炎症の低減、最小化、または予防
をもたらすこともできる。したがって、本発明の方法は、歯根吸収、骨吸収、炎症性象牙
質もしくはセメント質吸収、または組織の炎症の低減、最小化、または予防に有用である
。したがって、本発明は、有効量の光を患者に施すことを含む、歯根吸収、骨吸収、炎症
性象牙質もしくはセメント質吸収、または組織の炎症を治療する、最小化する、または予
防するための方法をさらに提供し、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射され
、任意に、強い力を必要とする患者の１つ以上の歯にそれを加えさせる。いくつかの実施
形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、歯槽軟組織と接触する。適切
な場合、光は、強い力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施され
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る。そのような光治療方法は、１つ以上の歯に適用される強い力と組み合わせて使用され
るか、または有用であり得る。
【０３１４】
[0377]　いくつかの実施形態では、光治療は、歯科矯正治療の整合期中に歯の移動を調節
する。別の実施形態では、光治療は、歯科矯正治療の整合期以外の期中に歯の移動を調節
する。また別の実施形態では、光治療は、歯科矯正治療の整合期後に歯の移動を調節する
。
【０３１５】
[0378]　いくつかの実施形態では、光が施される領域は、歯槽軟組織、およびいくつかの
実施形態では、歯槽粘膜を含む、軟組織もしくは骨組織などの任意の口腔組織である。い
くつかの実施形態では、口腔組織は、口腔手術が行われたものである。いくつかの実施形
態では、口腔組織は、患者の口腔内の口腔手術の部位の硬組織および軟組織のうちの１つ
またはその両方を含む。本発明の方法は、組織の治療、ならびに口腔手術、顎顔面手術、
頭蓋顔面手術、および下顎矯正手術のうちの１つ以上の後の軟組織治癒の促進のうちの少
なくとも１つに有用である。口腔手術は、歯周手術、歯科矯正目的の手術、歯科矯正目的
ではない手術、１つ以上の歯科インプラントの設置、骨移植に関連する手術、口腔癌に関
する手術、異常細胞成長もしくは腫瘍、歯を除去するための手術、歯肉手術、および結合
組織移植、歯肉移植もしくは他の軟組織移植に関する手術を含み得る。より具体的には、
口腔手術は、次の条件、すなわち、過剰歯、異所性歯牙（例えば犬歯が患者の口蓋に埋伏
される）、埋伏知歯、歯周病、歯牙破折もしくはさもなければ歯牙損傷、感染した根管処
置歯の悪化、復元できない歯、または感染歯のうちの１つ以上による歯の除去を含むが、
これらに限定されない歯科矯正理由による歯を除去するための手術、および歯科矯正理由
ではない１つ以上の歯を除去するための手術を含み得る。口腔組織は、１つ以上の歯を支
持する組織の一部分もしくはその全て、歯ぐき（即ち、歯肉）、歯槽軟組織、上顎歯槽骨
、下顎歯槽骨、または１つ以上の歯のうちの１つ以上を含み得る。したがって、本発明は
、有効量の光を患者に施すことを含む、口腔手術後の口腔組織を治療するための方法をさ
らに提供し、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射される。いくつかの実施形
態では、治療は治癒を含む。
【０３１６】
[0379]　いくつかの実施形態では、口腔組織への光の施工は、口腔手術を行った約２４時
間以内に始まる（例えば歯科インプラントの設置を含む）。いくつかの実施形態では、口
腔組織への光の施工は、口腔手術を行った約６時間以内に始まる（例えば歯科インプラン
トの設置を含む）。いくつかの実施形態では、口腔組織への光の施工は、口腔手術を行っ
た約１時間以内に始まる（例えば歯科インプラントの設置を含む）。いくつかの実施形態
では、光は、１回以上の治療セッションにおいて、口腔組織に施される。いくつかの実施
形態では、光は、治療セッション中、約１分～約１０分間、口腔組織に施される。いくつ
かの実施形態では、光は、治療セッション中、約６分間、口腔組織に施される。いくつか
の実施形態では、治療セッション中、約３分間、口腔組織に施される。いくつかの実施形
態では、光は、１日１回の治療セッション中、患者に施される。いくつかの実施形態では
、光は、１日２回の治療セッション中、患者に施される。
【０３１７】
[0380]　いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、手術
が行われた患者の歯槽軟組織の領域と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、強
い力を必要とする患者の１つ以上の歯にそれを加えさせることも含む。適切な場合、光は
、強い力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施すことができる。
本発明の方法は、口腔手術後の口腔組織治癒速度を増加させるのにも有用である。したが
って、本発明は、有効量の光を患者に施すことを含む、口腔手術後の口腔組織治癒速度を
増加させるための方法をさらに提供し、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射
される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施されるとき、手術
が行われることが意図される患者の歯槽軟組織の領域と接触する。いくつかの実施形態で
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は、本方法は、強い力を必要とする患者の１つ以上の歯にそれを加えさせることも含む。
適切な場合、光は、強い力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施
すことができる。いくつかの実施形態では、本方法は、口腔組織に口腔手術を行うことを
さらに含む。口腔手術は、本発明の方法による光治療を施す前または施した後に行うこと
ができる。いくつかの実施形態では、光を施す領域は、歯槽骨または歯槽軟組織であり得
る。いくつかの実施形態では、この光治療を約２０分間行う。いくつかの実施形態では、
施される光の波長は約６２５ｎｍである。いくつかの実施形態では、施される光の波長は
約８５０ｎｍである。いくつかの実施形態では、光は、約１００ｍＷ／ｃｍ２の強度で施
される。いくつかの実施形態では、光は、口腔手術後、口腔手術前、または口腔手術中に
施すことができる。いくつかの実施形態では、光は、口腔手術後、口腔手術前、または口
腔手術中に口腔手術が行われた組織に施される。いくつかの実施形態では、組織は治癒す
るか、または例えば口腔手術の結果として、治癒の必要がある。いくつかの実施形態では
、本発明は、口腔手術（例えば患者の顎）の結果として生じる場合がある神経損傷または
しびれを治療するための方法に関する。いくつかの実施形態では、本発明は、有効量の光
を施すことを含む、歯周炎を治療する、または予防するための方法に関し、有効量の光は
、本発明の装置のエミッタから照射される。
【０３１８】
[0381]　いくつかの実施形態では、本発明は、有効量の光を施すことを含む、口腔手術の
部位を治療するための方法に関し、有効量の光は、本発明の装置のエミッタから照射され
る。いくつかの実施形態では、治療は治癒を含む。いくつかの実施形態では、本発明は、
１つ以上の歯科インプラント、例えば骨内インプラントに隣接する口腔組織を治癒するた
めの方法に関する。より具体的には、本方法は、部位が硬組織および軟組織のうちの１つ
またはそれらの両方を含む、１つ以上の歯科インプラントの外科的設置の部位の口腔組織
を治癒することを含み得る。口腔組織の治癒は、歯科インプラントの設置のために顎に穴
を開けた口径と歯科インプラントの表面との間の骨成長の促進、および骨内インプラント
の骨結合の促進のうちの１つまたはそれらの両方を含み得る。手術部位の口腔組織を治癒
するための方法は、有効量の光を患者に施すことを含み、有効量の光は、本発明の装置の
エミッタから照射される。いくつかの実施形態では、装置の少なくとも一部分は、光が施
されるとき、歯槽軟組織と接触する。いくつかの実施形態では、本方法は、強い力を必要
とする患者の１つ以上の歯にそれを加えさせることをさらに含む。適切な場合、光は、強
い力が加えられる前、加えられている間、または加えられた後に施すことができる。一実
施形態では、これらの方法は、歯の移動を調節するための方法に関して本明細書に開示さ
れる教示に従い行うことができる。
【０３１９】
[0382]　いくつかの実施形態では、本発明の方法は、光を施す前、施している間、または
施した後に、口腔領域、例えば歯槽軟組織などの領域、または領域の近くに物質を適用す
ることをさらに含み得る。物質は、口腔内装置が患者の口内にある前、その間、またはそ
の後に適用することができる。いくつかの実施形態では、本方法は、光を施す前、施して
いる間、または施した後、または強い力を加える前、加えている間、もしくは加えた後に
、領域、または領域の近くに物質を適用することを含まない。場合によって、物質は、既
に領域に自然に生じる場合がある。物質は、光の施工の作用を増強または阻害し得る。一
実施形態では、物質は、色素などの可視光または赤外光吸収物質であり得る。波長などの
１つ以上の光特徴は、物質の存在または適用に応じて選択され得る。
【０３２０】
[0383]　本発明の一態様は、本明細書に記載される口腔内光療法装置と、本発明の方法に
おいて使用するための説明書とを含む光治療キットを提供する。キットは、口腔内光療法
装置とは分離した光源をさらに含み得る。別個の光源および／または口腔内光療法装置の
光源は、それらが所与の使用量後に容易に交換できるように、着脱可能かつ使い捨てであ
り得る。いくつかの実施形態では、光療法装置および別個の光源は、個々に梱包されるか
、または一緒に梱包することができる。別個の光源は、光の施工に役立つように、口腔内
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光療法装置の光源と併せて作動することができる。別個の光源は、本明細書に記載される
任意の様式で光を放射することができ、本明細書に記載される特徴の任意の波長をさらに
有し得る。
【０３２１】
[0384]　キットは、本明細書に記載される、プログラム可能なコントローラも含み得る。
キットは、コントローラを作動するのに有用な任意の構成成分をさらに含み得る。例えば
、キットは、コントローラまたは口腔内光療法装置に電源を入れるための構成成分を含み
得る。キットは、コントローラが口腔内光療法装置と動作可能に接続される構成成分も含
み得る。
【０３２２】
[0385]　キットは、コントローラに指示を提供することができるソフトウェア、アルゴリ
ズム、またはコンピュータ可読媒体一式も含み得る。ソフトウェア、アルゴリズム、また
はコンピュータ可読媒体一式はメモリ媒体に提供され得る。メモリ媒体は、ＣＤ、ＵＳＢ
フラッシュドライブ、または外部ハードドライブなどの取り外し可能または携帯用であり
得る。
【０３２３】
[0386]　キットは、便利に梱包され、商業的に入手可能であり得る。キットは、本明細書
の項目の使用または保守の書面による説明書も含み得る。
【０３２４】
[0387]　実施例１
[0388]　成人男性の患者のビタミンＤ３血液－血清レベルが、男性の定期的な歯科矯正検
査および記録の面会中に想定される。臨床検査の結果は、患者のビタミンＤ３血清レベル
が２０ｎｇ／ｍｌであることを示し、これは欠乏または異常であると考えられる。患者の
歯科矯正診断は、クラスＩの軽度の密集であり、上弓の密集は４ｍｍであり、下弓の密集
は４ｍｍである。歯科矯正治療計画は、上弓および下弓のある程度の軽度の拡大を伴う固
定式歯科矯正器具の設置を含むように考案される。
【０３２５】
[0389]　患者は、自分のビタミンＤ３の血清レベルを増加し、正常化するために、１日当
り６０００ＩＵの量で３ヶ月間経口油系ビタミンＤ３カプセルを自己投与する。臨床検査
の血清検査は、ビタミンＤ３の補給の３ヶ月後に任意に再び行うことができる。患者は、
自分の後の臨床検査の結果に基づき、自分の経口投薬量を維持または調節することができ
る。
【０３２６】
[0390]　歯科矯正治療は、３ヶ月の期間後、または３ヶ月前のいずれかで開始される。歯
科矯正治療は、シリコーン結紮糸で所定位置に結ばれる最初に０．０１６インチＮｉＴｉ
ワイヤを使用して患者の歯に設置される従来の固定式歯科矯正ブラケットおよびバンドを
含む。光は、毎日、図１に示されるものなどの口腔内光療法装置を使用して、５０ｍＷ／
ｃｍ２の強度で２０分間、約８５０ｎｍの波長で患者に施される。歯科矯正治療は、弓が
拡大したら歯の仕上げを続ける。積極的な歯科矯正治療は、毎日の光の施工およびビタミ
ンＤ３の補給の組み合わせにより、光療法を伴わない歯科矯正治療より５０％～７５％少
ない時間で完了するであろうと考えられる。
【０３２７】
[0391]　歯科矯正治療の受動的段階、即ち、保持期で、固定式保持歯科矯正器具は患者の
歯に設置され得る。一実施形態では、前歯の歯の位置を維持するように設計される着脱可
能な器具であるＨａｗｌｅｙ保持装置は、患者の前歯に設置される。いくつかの実施形態
では、歯科矯正ブラケットを含むものなどの固定式保持装置の器具は、下６前歯に結合さ
れる。患者は、ビタミンＤ３の補給を続ける。いくつかの例では、患者は、１日当り２０
００ＩＵ～１日当り経口的に１２，０００ＩＵを自己投与する。用量は、投薬量を決定す
るために定期的に測定され得るビタミンＤ血液血清レベルに基づき決定され得る。結果と
して、歯の周囲の歯槽骨密度は、受動的段階中に増加し得る。受動的段階中、患者は、図
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１および／または図６に示される光療法装置などの口腔内光療法装置を使用して、６２５
ｎｍの波長を有する光が１週間に１回、上弓および下弓の区域に施され得る。
【０３２８】
[0392]　実施例２
[0393]　研究の１つでは、３人の患者の上顎前歯を照射するために、図３８に図示される
本発明の例示される口腔内光療法デバイスが歯科矯正治療の整合期中に使用された。口腔
内光療法デバイスは、口腔内ハウジングのシリコーン頬側フランジおよびシリコーン舌側
もしくは口蓋側フランジのそれぞれに埋め込まれた光放射繊維パネルを備える口腔内ハウ
ジングと、患者の口の外側に配置されたＬＥＤ光源とを備えた。光放射パネルの繊維は、
アクリル系光ファイバをマットに編むことにより作製された。各患者は、自分自身の口腔
内光療法デバイスを提供され、これは従来の頬側固定歯科矯正ブラケット治療プロトコル
と併せて使用された。３人の患者、患者Ａ、患者Ｂ、および患者Ｃの治療および結果は、
本明細書に詳細に記載される。
【０３２９】
[0394]　研究中、口腔内光療法デバイスは、患者が１ｍｍ以下のＬＩＩ値を実現するまで
毎日各患者によって使用された。使用中、口腔内光療法デバイスは各患者の上顎歯槽軟組
織と接触し、１日約６分間、約８５０ｎｍの波長を有する光で組織を照射した。
【０３３０】
[0395]　研究中、患者は２週間に１回臨床医を訪れた。各来院では、臨床医は、規定の歯
科矯正手順を行い、口腔内写真および研究モデルを含むデータを収集し、患者の遵守性を
記録し、口腔内光療法デバイスの機能性を確認した。治療の有効性を評価するために、臨
床医は、各面会で生成されたモデルを採点するためにＬＩＩ分類法を使用した。上顎前口
腔内光療法は、臨床医が、患者のＬＩＩスコアが１ｍｍ以下に減少したと判断するまで毎
日続いた。
【０３３１】
[0396]　患者は、少なくとも次の基準に基づくこの研究に参加するために選ばれた。（１
）患者は、歯の密集、不整合、および回転を修正するための上弓の完全口固定式歯科矯正
治療に対して資格がある、（２）永久歯列（即ち、永久歯または成人の歯）の存在、（３
）上弓歯が５ｍｍ～１２ｍｍのＬＩＩを有するが、但し、歯が整合外に遮断されないこと
を条件とする、および（４）患者は１２～４５歳である。次のタイプの個人は、この研究
から外された。（１）妊娠中の女性、（２）歯周に関する歯の別の研究に参加する個人、
（３）ビスホスホネートを使用する個人、または（４）任意の易感染の歯科もしくは医療
状態にある個人。
【０３３２】
[0397]　患者Ａ
[0398]　患者Ａは、歯科矯正治療の整合期中にＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラケ
ットおよび０．０１６インチのＳｕｐｅｒｃａｂｌｅニッケルチタンワイヤを装着した１
３歳の女性である。研究の１日目の患者Ａの上弓のＬＩＩは、約５．１ｍｍであった。図
３９は、研究１日目の患者Ａの上弓の写真である。ＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブ
ラケットおよびワイヤと組み合わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後たった３
０日で、患者ＡのＬＩＩは０．５ｍｍに減少した。この期間中の患者Ａの歯の移動速度は
、約１．０７ｍｍ／週であった。図４０は、研究３０日目の患者Ａの上弓の歯の修正され
た配向を示す写真である。
【０３３３】
[0399]　対照との比較
[0400]　患者Ａの結果を、歯科矯正治療の整合期中に同様にＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（
商標）ブラケットおよび０．０１６インチのＳｕｐｅｒｃａｂｌｅニッケルチタンワイヤ
を装着し、光療法を受けなかった１３歳の対照患者のものと比較した。対照患者の１日目
の上弓ＬＩＩは、約５．２ｍｍであった。患者Ａの歯の移動時間とは対照的に、対照患者
の上弓のＬＩＩが１ｍｍ以下に減少するのに７８日かかった。この期間中の対照患者の歯
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の移動速度は、約０．４２ｍｍ／週であった。
【０３３４】
[0401]　患者Ｂ
[0402]　患者Ｂも、歯科矯正治療の整合期中にＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラケ
ットおよび０．０１６インチのＳｕｐｅｒｃａｂｌｅニッケルチタンワイヤを装着した１
３歳の女性である。研究の１日目の患者Ｂの上弓のＬＩＩは、約９．３ｍｍであった。図
４１は、研究１日目の患者Ｂの上弓の写真である。ＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラ
ケットおよびワイヤと組み合わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後たった４１
日で、患者ＢのＬＩＩは０．８ｍｍに減少した。この期間中の患者Ｂの歯の移動速度は、
約１．４５ｍｍ／週であった。図４２は、研究４１日目の患者Ｂの上弓の歯の修正された
配向を示す写真である。
【０３３５】
[0403]　対照との比較
[0404]　患者Ｂの結果を、歯科矯正治療の整合期中に同様にＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（
商標）ブラケットおよび０．０１６インチのＳｕｐｅｒｃａｂｌｅニッケルチタンワイヤ
を装着し、光療法を受けなかった類似する年の対照患者のものと比較した。対照患者の１
日目の上弓ＬＩＩは、約８．８ｍｍであった。患者Ｂの歯の移動時間とは対照的に、対照
患者の上弓のＬＩＩが０．３ｍｍに減少するのに１２９日かかった。この期間中の対照患
者の歯の移動速度は、約０．４６ｍｍ／週であった。
【０３３６】
[0405]　患者Ｃ
[0406]　患者Ｃは、歯科矯正治療の整合期中にＩｎ－Ｏｖａｔｉｏｎ　Ｌ　Ｓｔｒａｉｇ
ｈｔｗｉｒｅシステムブラケットおよび０．０１２インチと０．０１６インチの両方のニ
ッケルチタンワイヤを装着した１８歳の男性である。研究の１日目の患者Ｃの上弓のＬＩ
Ｉは、約５．０２ｍｍであった。Ｉｎ－Ｏｖａｔｉｏｎ　Ｌ　Ｓｔｒａｉｇｈｔｗｉｒｅ
システムブラケットおよびワイヤと組み合わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用
後たった４２日で、患者ＣのＬＩＩはゼロに減少した。この期間中の患者Ａの歯の移動速
度は、約０．８４ｍｍ／週であった。
【０３３７】
[0407]　実施例３
[0408]　研究の１つでは、図４３～図４４に示される本発明の口腔内光療法デバイスは、
９人の患者（口腔内群））の上顎および下顎の前歯のうちの１つまたはそれらの両方を照
射するために、歯科矯正治療の整合期中に使用された。口腔内光療法デバイスは、可撓性
回路に載置され、口腔内ハウジングの柔らかい可撓性の頬側フランジに埋め込まれたＬＥ
Ｄを備える可撓性口腔内ハウジングを備えた。各患者は、自分自身の口腔内光療法デバイ
スを提供され、これは従来の頬側固定歯科矯正ブラケット治療プロトコルと併せて使用さ
れた。
【０３３８】
[0409]　研究中、各患者は、最初に０．０１４または０．０１６インチのニッケルチタン
ワイヤで整合され、その後０．０１６インチ×０．０１６インチ（「１６×１６」として
も言及される）のニッケルチタンワイヤを使用するように進行する０．０１８スロットＭ
ｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケット（Ｏｒｍｃｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
，ＯｒａｎｇｅＣＡから商業的に得た）を装着した。
【０３３９】
[0410]　研究中、口腔内光療法デバイスは、患者が１ｍｍ以下のＬＩＩ値を達成するまで
毎日各患者によって使用され、単一のＬＩＩ接触点は０．２５ｍｍを超えない。使用中、
口腔内光療法デバイスは、約８５０ｎｍ（±５ｎｍ）の波長を有する光で組織を照射した
。本明細書に特に記載されない限り、光療法は、１日約３分間、約６０ｍＷ／ｃｍ２～約
１００ｍＷ／ｃｍ２の光出力強度で、各患者の上顎弓または下顎弓のうちの１つまたはそ
れらの両方に施された。
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【０３４０】
[0411]　研究中、患者は２～３週間に１回臨床医を訪れた。各来院では、臨床医は、規定
の歯科矯正手順を行い、口腔内写真および研究モデルを含むデータを収集し、患者の遵守
性を記録し、口腔内光療法デバイスの機能性を確認した。治療の有効性を評価するために
、臨床医は、各面会で生成されたモデルを採点するためにＬＩＩ分類法を使用した。光療
法は、臨床医が、患者のＬＩＩスコアが１ｍｍ以下に減少したと判断するまで毎日続き、
単一のＬＩＩ接触点は０．２５ｍｍを超えない。臨床医は、上顎結合日、歯科矯正治療の
開始、患者が口腔内光療法デバイスを割り当てられた日付、および患者の日常的な口腔内
光療法デバイス使用の開始を表すＴ０（即ち、１日目）、および臨床医が、患者が１ｍｍ
以下のＬＩＩ値を達成したと判断した日を表すＴ１の歯科印象およびモデルも収集し、単
一接触点は０．２５ｍｍを超えない。
【０３４１】
[0412]　患者は、少なくとも次の基準に基づくこの研究に参加するために選ばれた：（１
）患者は、歯の密集、不整合、および回転を修正するための上弓（および／または下弓）
の完全口固定式歯科矯正治療に対して資格がある、（２）永久歯列（即ち、永久歯または
成人の歯）の存在、（３）上弓（および／または下弓）歯が３ｍｍ～１２ｍｍのＬＩＩを
有するが、但し、歯がずれて遮られないことを条件とする、および（４）患者は１１～２
７歳である。次のタイプの個人は、この研究から外された：（１）妊娠中の女性、（２）
歯周に関する歯の別の研究に参加する個人、（３）ビスホスホネートを使用する個人、ま
たは（４）任意の易感染の歯科もしくは医療状態にある個人。
【０３４２】
[0413]　本明細書に記載されるように、従来の頬側固定歯科矯正ブラケット治療プロトコ
ルと併せて使用される口腔内光療法デバイスを使用した９人の患者の研究期間中の歯の移
動の平均速度は、約１．３２ｍｍ／週であった。研究期間中の９人の患者内の歯の移動速
度は、図５９および６０に示されるように、０．４２ｍｍ／週～２．３５ｍｍ／週の範囲
であった。９人の患者、患者Ｄ、患者Ｅ、患者Ｆ、患者Ｇ、患者Ｈ、患者Ｉ、患者Ｊ、患
者Ｋ、および患者Ｌの治療および結果は、本明細書に詳細に記載される。
【０３４３】
[0414]　少数点以下２桁まで表される本明細書におけるいずれの年齢に関して、年齢は、
年および年の端数で示される。
【０３４４】
[0415]　患者Ｄ
[0416]　患者Ｄは、１２．８歳の男性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｄの上
弓のＬＩＩは、約５．７ｍｍであった。光療法は、１日約３分間、約６７ｍＷ／ｃｍ２の
光出力強度で患者Ｄの上顎弓に施された。患者は、１日当り１２．１Ｊ／ｃｍ２の光療法
線量を受けた。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み合
わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後たった１７日で、患者ＤのＬＩＩは０ｍ
ｍに減少した。研究期間中の患者Ｄの歯の移動速度は、約２．３５ｍｍ／週であった。
【０３４５】
[0417]　患者Ｅ
[0418]　患者Ｅは、１２．６歳の女性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｅの上
弓のＬＩＩは、約６．０ｍｍであった。光療法は、１日約３分間、約７８ｍＷ／ｃｍ２の
光出力強度で患者Ｅの上顎弓に施された。患者は、１日当り１４．０Ｊ／ｃｍ２の光療法
線量を受けた。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み合
わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後たった２１日で、患者ＥのＬＩＩは０ｍ
ｍに減少した。研究期間中の患者Ｅの歯の移動速度は、約２．０ｍｍ／週であった。
【０３４６】
[0419]　患者Ｆ
[0420]　患者Ｆは、１３．２歳の女性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｆの上
弓のＬＩＩは、約３．６ｍｍであった。光療法は、１日２回、歯列弓当り約３分間、約６
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１ｍＷ／ｃｍ２の光出力強度で施された。患者は、１日当り２２．０Ｊ／ｃｍ２の光療法
線量を受けた。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み合
わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後たった４０日で、患者ＦのＬＩＩは０ｍ
ｍに減少した。研究期間中の患者Ｆの歯の移動速度は、約０．６３ｍｍ／週であった。患
者Ｆは、２１日目に予定されていた臨床医に受診する機会を逃し、これは先の整合速度が
大幅に過小評価された結果となった可能性があることに留意する。
【０３４７】
[0421]　患者Ｇ
[0422]　患者Ｄは、１４．３歳の男性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｇの上
弓のＬＩＩは、約１２．１ｍｍであった。光療法は、１日約３分間、約７８ｍＷ／ｃｍ２

の光出力強度で施された。患者は、１日当り１４．１Ｊ／ｃｍ２の光療法線量を受けた。
Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み合わせた光治療用
の口腔内光療法デバイスの使用後たった５０日で、患者ＧのＬＩＩは０ｍｍに減少した。
研究期間中の患者Ｇの歯の移動速度は、約１．６９ｍｍ／週であった。
【０３４８】
[0423]　患者Ｈ
[0424]　患者Ｈは、１６．５歳の女性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｈの上
弓のＬＩＩは、約５．５ｍｍであった。光療法は、１日約３分間、約６３ｍＷ／ｃｍ２の
光出力強度で患者Ｈの上顎弓に施された。患者は、１日当り１１．３Ｊ／ｃｍ２の光療法
線量を受けた。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み合
わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後９２日で、患者ＨのＬＩＩは０ｍｍに減
少した。研究期間中の患者Ｈの歯の移動速度は、約０．４２ｍｍ／週であった。患者Ｈは
、７４日目に予定されていた臨床医に受診する機会を逃し、これが先の整合速度が大幅に
過小評価された結果となった可能性があることに留意する。
【０３４９】
[0425]　患者Ｉ
[0426]　患者Ｉは、１４．２歳の女性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｉの上
弓のＬＩＩは、約１１．０ｍｍであった。光療法は、１日約３分間、約７８ｍＷ／ｃｍ２

の光出力強度で患者Ｉの上顎弓に施された。患者は、１日当り１４．０Ｊ／ｃｍ２の光療
法線量を受けた。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み
合わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後５３日で、患者ＩのＬＩＩは１ｍｍ未
満に減少した。研究期間中の患者Ｉの歯の移動速度は、約１．４５ｍｍ／週であった。患
者Ｉは、２１日目に予定されていた臨床医に受診する機会を逃し、これが先の整合速度が
大幅に過小評価された結果となった可能性があることに留意する。
【０３５０】
[0427]　患者Ｊ
[0428]　患者Ｊは、１２．４歳の女性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｊの上
弓のＬＩＩは、約５．５ｍｍであった。光療法は、１日２回、約３分間、約５７ｍＷ／ｃ
ｍ２の光出力強度で患者Ｊの上顎弓に施された。患者は、１日当り２０．４Ｊ／ｃｍ２の
光療法線量を受けた。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと
組み合わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後４９日で、患者ＪのＬＩＩは０ｍ
ｍに減少した。研究期間中の患者Ｊの歯の移動速度は、約０．７９ｍｍ／週であった。
【０３５１】
[0429]　患者Ｋ
[0430]　患者Ｋは、１３．９歳の男性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｋの上
弓のＬＩＩは、約１４．２ｍｍであった。光療法は、１日２回、約３分間、約５８ｍＷ／
ｃｍ２の光出力強度で患者Ｋの上顎弓に施された。患者は、１日当り２０．７Ｊ／ｃｍ２

の光療法線量を受けた。ＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラケットおよびワイヤと組
み合わせた光治療用の口腔内光療法デバイスの使用後５０日で、患者ＫのＬＩＩは０．８
ｍｍに減少した。研究期間中の患者Ｋの歯の移動速度は、約１．８８ｍｍ／週であった。



(88) JP 6007313 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

【０３５２】
[0431]　患者Ｌ
[0432]　１７．７歳の女性である。研究の１日目（即ち、Ｔ０）の患者Ｌの下弓のＬＩＩ
は、約３．０ｍｍであった。光療法は、１日約３分間、約８０ｍＷ／ｃｍ２の光出力強度
で患者Ｌの下顎弓に施された。患者は、１日当り１４．４Ｊ／ｃｍ２の光療法線量を受け
た。Ｍｉｎｉ－Ｄｉａｍｏｎｄ（登録商標）ブラケットおよびワイヤと組み合わせた光治
療用の口腔内光療法デバイスの使用後２２日で、患者ＬのＬＩＩは０．８ｍｍに減少した
。研究期間中の患者Ｌの歯の移動速度は、約０．７０ｍｍ／週であった。
【０３５３】
[0433]　対照との比較
[0434]　患者Ｄ～Ｊの結果は、ここで対照Ａおよび対照Ｂとして特定される２人の対照患
者からのものと比較された。対照ＡおよびＢは、一部、患者Ｄ～Ｊと同年齢であり、上弓
の初期ＬＩＩが類似するため選ばれた。同じ臨床医が患者Ｄ～Ｊならびに対照ＡおよびＢ
を評価した。
【０３５４】
[0435]　対照Ａは、歯科矯正治療の整合期中、患者Ｄ～Ｊに関して記載されるようにＳＰ
ＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラケットおよびワイヤを装着したが、光療法を受けなか
った１４歳の女性対照患者である。対照Ａの１日目の上弓ＬＩＩは、約５．９ｍｍであっ
た。患者Ｄ～Ｌの歯の移動時間とは対照的に、対照Ａの上弓のＬＩＩが０ｍｍに減少する
のに９２日かかった。この研究期間中の対照Ａの歯の移動速度は、わずか約０．４５ｍｍ
／週であった。
【０３５５】
[0436]　対照Ｂは、歯科矯正治療の整合期中、患者Ｄ～Ｊに関して記載されるように、同
様にＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラケットおよびワイヤを装着したが、光療法を
受けなかった１１歳の女性である。対照Ｂの１日目の上弓ＬＩＩは、約６．６ｍｍであっ
た。患者Ｄ～Ｌの歯の移動時間とは対照的に、対照Ｂの上弓のＬＩＩが１ｍｍ以下に減少
するのに１０５日かかった（即ち、対照ＢのＬＩＩは０．７ｍｍに減少した）。研究期間
中の対照Ｂの歯の移動速度は、わずか約０．３９ｍｍ／週であった。
【０３５６】
[0437]　患者が１６×１６ニッケルチタンワイヤの使用に進む前に、１人以上の患者が１
ｍｍ以下のＬＩＩ値を達成した可能性があることに留意する。
【０３５７】
[0438]　実施例４
[0439]　実施例３の口腔内群の結果を、口腔外群および対照群の結果と比較した。具体的
には、口腔内群の歯の移動速度（「整合速度」とも称される）に関するデータは、患者の
歯科矯正治療の整合期中に、本明細書の実施例３に記載されるように、同様に従来の頬側
固定歯科矯正ブラケット、即ち、ＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔｅｍ（商標）ブラケットまたはＡ
ｇｉｌｉｔｙ（登録商標）自己結紮ブラケット（Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃ　Ｄｅｓｉｇｎ
　ａｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．から商業的に入手可能）のうちの１つ、およ
びワイヤを装着したが、光療法を受けなかった８人の患者を含む対照群の歯の移動速度と
比較された。８人の対照群患者のうちの２人は、実施例３の対照ＡおよびＢであった。対
照群は、多部位多研究員研究からの患者の対照群のサブセットである。統合された対照群
の患者の歯の平均移動速度は、約０．５０ｍｍ／週であった。比較すると、患者Ｄ～Ｌの
研究期間中の歯の平均移動速度は、約１．３２ｍｍ／週であり、これは統合された対照群
患者のデータの歯の移動速度に基づく予想より約２．６４倍大きかった。
【０３５８】
[0440]　口腔内群および対照群の歯の移動速度に関するデータも、歯科矯正治療と組み合
わせて口腔外光療法を受けた１３人の患者を含む口腔外群の歯の移動速度と比較された。
【０３５９】
[0441]　具体的には、口腔外群において、１３人の患者のそれぞれは、光治療に口腔外デ
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バイス（国際特許公開第ＷＯ２０１２／００７５５８４号の図２１Ａに示される（参照に
よりその全体が本明細書に組み込まれ、本明細書では図６１として複写される））を使用
し、０．０１４または０．０１６インチのニッケルチタンワイヤおよび少なくとも０．０
１７×０．０２５インチ（「１７×２５」としても言及される）ニッケルチタンワイヤの
最終矩形整合ワイヤで整合された従来の固定式ブラケット、即ち、ＳＰＥＥＤ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ（商標）ブラケットまたはＡｇｉｌｉｔｙ（登録商標）自己結紮ブラケットのうちの
１つを装着した。各患者によって使用された口腔外デバイスは、４つの経口外光アレイ一
式を含み、その各々は、可撓性の印刷回路基板とＬＥＤ一式とを含む。光アレイは、各患
者の顔と接触して口腔的に位置付けられた。光アレイは、導電性ケーブルを介して携帯型
コントローラに結合された。デバイスのヘッドセットは、光アレイが標的の口腔組織に指
向されるように患者の顔に位置付けるための取り付け機構と調節機構とを含んだ。
【０３６０】
[0442]　約８５０ｎｍ（±５ｎｍ）の近赤外波長および６０ｍＷ／ｃｍ２～１００ｍＷ／
ｃｍ２の範囲の強度で光を照射する口腔外デバイスを使用して、光を口腔外群に施した。
口腔外群の患者は、それぞれ、２０分／日、３０分／日、または１時間／週の光治療を受
ける３群に無作為化された。研究中、口腔外群および対照群の）患者は、研究期間の開始
時から６週間の間、２週間に１回、そして整合（本明細書の実施例３に定義される）が達
成されるまで４週間に１回、臨床医を訪れた。各訪問時に、臨床医は、規定の歯科矯正手
順を行い、患者の歯列の咬合面および頬側面を表す写真を含むデータを収集し、患者の遵
守性を記録し、これは口腔外デバイスのコントローラ内のマイクロプロセッサによって監
視された。治療の有効性は、実施例３に記載されるものと類似する様式で、ＬＩＩ分類法
を用いて評価された。
【０３６１】
[0443]　口腔外群および対照群の患者は、多部位多研究員研究からのより大きな群の患者
のサブセットであるが、サブセットは、その患者が同じ単一部位からであり、実施例３に
記載される患者と同じ研究員に割り当てられたため、口腔内群との比較のために選ばれた
ことに留意するべきである。
【０３６２】
[0444]　全体で、口腔内群、口腔外群、および対照群からのデータの比較は、２３の上顎
弓および７の下顎弓のデータを含んだ。合計３０の弓のうち、１８は女性患者の弓であり
、１２は、男性患者の弓であり、２３は、白人患者の弓であり、７は、様々な他の人種の
白人ではない患者の弓である。患者は、年齢が１１歳～２７歳の範囲であり、平均年齢は
１４歳であった。各患者は、３ｍｍ～１２ｍｍの範囲の初期ＬＩＩ（即ち、各患者の研究
期間の１日目）を有した。
【０３６３】
[0445]　個々の患者の上顎歯の移動速度は、図５９の棒グラフに表され、個々の患者はｘ
軸に示され、歯の移動速度は、ｍｍ／週でｙ軸に示される。図示されるように、上顎の歯
の個々の移動速度は、口腔内群に関しては、０．４２ｍｍ／週～２．３５ｍｍ／週の範囲
であり、口腔外群に関しては、０．２６ｍｍ／週～１．７２ｍｍ／週であり、対照群に関
しては、０．１４ｍｍ／週～０．４５ｍｍ／週の範囲であった。
【０３６４】
[0446]　個々の患者の下顎の歯の移動速度は、図６０に示される棒グラフに表され、個々
の患者はｘ軸に示され、歯の移動速度は、ｍｍ／週でｙ軸に示される。図示されるように
、口腔内群の下顎の歯の個々の移動速度は、口腔内群に関しては、０．７９ｍｍであり、
口腔外群に関しては、０．３４ｍｍ／週～０．９９ｍｍ／週の範囲であり、対照群に関し
ては、０．４２ｍｍ／週～０．４７ｍｍ／週の範囲であった。
【０３６５】
[0447]　上述のように、口腔内群の研究期間中の歯の移動平均速度は、約１．３２ｍｍ／
週であった。口腔外群は、０．７３ｍｍ／週の歯の移動平均速度を有し、平均偏差は０．
３７ｍｍであった。対照群は、０．３７ｍｍ／週の歯の移動平均速度を有し、平均偏差は
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０．１２ｍｍであった。
【０３６６】
[0448]　比較研究のデータ分析は、口腔内群において達成される、即ち、光療法を施すた
めの口腔内光療法デバイスと、従来の歯科矯正ブラケットの患者の組み合わせ使用によっ
てもたらされる整合速度の結果は、患者が研究期間中光療法を受けなかった対照群の整合
速度の結果と比較したとき、統計的に有意である（ｐ＜０．０１）ことを示した。比較研
究のデータ分析は、口腔外群において達成される、即ち、光療法を施すための口腔外デバ
イスと、従来の歯科矯正ブラケットの患者の組み合わせ使用によってもたらされる整合結
果は、患者が研究期間中光療法を受けなかった対照群の整合速度の結果と比較したとき、
口腔内群より低いが、統計的に有意である（ｐ＜０．１）ことを示した。
【０３６７】
[0449]　実施例５
[0450]　研究の１つでは、図４４に示される本発明の下顎前口腔内光療法デバイスは、患
者の下顎の根区域を照射するために、術後期間の間使用された。口腔内光療法デバイスは
、口腔内ハウジングの柔らかい可撓性の頬側フランジの内部領域に配置された、可撓性印
刷回路基板に載置されたＬＥＤを備える口腔内ハウジングを含んだ。頬側フランジの内部
領域は、第１の外表面がフランジの頬側に配置され、第２の外表面がフランジの舌側もし
くは口蓋側に配置される、対向する外表面間で形成される。具体的には、製造過程中、印
刷回路基板は、頬側フランジの底部から左側と右側の頬側フランジのそれぞれの内部領域
に挿入され、その後、頬側フランジの底部は、接着剤を使用して、咬合平面部分に結合さ
れ、それによって、頬側フランジ内の可撓性印刷回路基板に載置されたＬＥＤを封止する
。
【０３６８】
[0451]　研究の１日目に、６つの歯科インプラントを患者の下顎の前部分に設置した。研
究の２日目に、一時的な歯冠を６つのインプラントのそれぞれに装填した。口腔内光療法
デバイスは、歯科インプラントの設置から約１時間以内に、手術後、１日目に開始され、
その日から７日間、毎日患者によって使用された。使用中、口腔内光療法デバイスは、約
８５０ｎｍ（±５ｎｍ）の波長を有する光で、下顎の根組織を照射した。光療法は、１日
約６分間、約１００ｍＷ／ｃｍ２の光出力強度で患者の下顎の根組織に施された。
【０３６９】
[0452]　Ｏｓｓｔｅｌｌ（商標）Ｍｅｎｔｏｒデバイス（Ｏｓｓｔｅｌｌ　ＡＢから商業
的に入手可能）は、インプラントの安定性における任意の相対的変化を測定するために、
手術時（即ち、１日目）、および再度７日目にインプラントの安定性を測定するために使
用された。Ｍｅｎｔｏｒ装置は、インプラント安定性計数（ＩＳＱ）として表される安定
性を測定するために、共振周波数分析を使用する。７日目に測定された安定性は、６つの
インプラントの安定性において、１日目に測定されたそれらの安定性からの純減少を示さ
なかった。より具体的には、７日目に測定された平均ＩＳＱ値は、１日目に測定されたＩ
ＳＱ値から変化しなかった。そのような結果は、インプラントがそれらの設置日のインプ
ラントと同等である安定性を取り戻す前に、それらの設置後に起こり、その後最大９０日
間生じ得る、歯科インプラントの安定性における典型的な減少と全く対照的である。理論
に拘束されるものではないが、安定性における典型的な減少は、歯科インプラントを支持
する骨の炎症吸収によると考えられ、骨に穴を開ける手術過程に起因すると考えられる。
患者は、下層の骨の望ましくない曝露を含む、患者の下顎の右側および左側後四半部に以
前のインプラント手術による非常に不良な術後軟組織治療の履歴を有したことに留意する
。しかし、この場合、７日目の患者の軟組織の治癒は、患者が２つの下後歯四半部の以前
のインプラント手術から経験したものと比較して最適であった。
【０３７０】
[0453]　結論
[0454]　本発明の様々な実施形態が本明細書に記載されてきたが、それらは単に例として
提示され、制限するものではないことを理解するべきである。例えば、装置（例えば装置
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２１００）は、本明細書においてジャイロスコープを含むように記載されてきたが、他の
実施形態では、装置は、機構が、装置が直立または反転位置にあるか否かを決定するのに
役立ち得るように、装置の傾いたおよび／または空間的配向を検出するための任意の好適
な機構を含み得る。別の例では、装置（例えば装置２１００）は、本明細書において、一
度に上顎および下顎のうちの１つに光を施すために患者の口内に位置付けられるように構
成された口腔内ハウジングを含むように図示され、記載されてきたが、他の実施形態では
、装置は、上フランジおよび下フランジを備える口腔内ハウジングを含み、それぞれ、そ
れに結合された、またはその中に埋め込まれたＬＥＤアレイを含む。この様式では、装置
は、上顎および下顎のそれぞれに対して光療法を同時に施すように構成される。本明細書
に記載される図および／または実施形態がある特定の配向または位置に配列される構成成
分を示す場合、構成成分の配列は、文脈が明確に示さない限り、修正することができる。
同様に、上述の方法および／または事象がある特定の順序で生じる事象および／または手
順を示す場合、ある特定の事象および／または手順の順序は、文脈が明確に示さない限り
、修正することができる。特定の特徴および／または構成成分の組み合わせを有する様々
な実施形態が記載されてきたが、適切な場合、実施形態のいずれかの任意の特徴および／
または構成成分の組み合わせを有する他の実施形態が可能である。
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