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(57)【要約】
　本発明の歯列矯正用ブラケットは、結紮手段を簡素な
構成にし、治療効果を向上させるとともに審美性を向上
させる機能を付加し、メンテナンスを容易に行えるよう
にした。アーチワイヤー保持のためのスロット５を有す
るブラケット本体１に対し、保持するために、移動可能
で、アーチワイヤーの上部と下部を挟持して保持するス
ライダー部２を設けた。このスライダー部２がブラケッ
ト本体１に押し込まれアーチワイヤー６を保持する。ブ
ラケット本体１とスライダー部２で構成される歯列矯正
用ブラケットは、表面に凹凸が少なく丸味のある形状に
して審美性を有している。スライダー部２は操作工具１
４で簡単に移動でき、着脱も容易に行える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部に歯面への接合面を有し、本体中央部に溝部を設けアーチワイヤーを摺動自在及び
／又は固定するために保持する歯列矯正のためのブラケットであって、
　前記アーチワイヤー保持のための溝部を有するブラケット本体（１）と、
　このブラケット本体に案内され、相対的に移動可能に前記溝部のアーチワイヤーの上部
及び下部を挟持して保持するスライダー部（２）と
　からなる歯列矯正用ブラケット。
【請求項２】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は、平面視における表面積が前記ブラケット本体（１）の約半
分であり、前記ブラケット本体の前記アーチワイヤーの下部に位置して設けられた案内部
（７）を介して、前記ブラケット本体（１）に対し直線状に進退移動して着脱可能な構成
になっている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項３】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は、前記ブラケット本体（１）に対し離脱移動を可能にして前
記アーチワイヤーの着脱を行うための離脱用溝部（１１）を有している
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項４】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は、前記ブラケット本体（１）のスロット下部位置に前記スラ
イダー部（２）自身の弾力で固定保持させるための弾性変形可能な保持部（８、９）を有
している
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項５】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）には、外側壁に前記アーチワイ
ヤー設置方向に沿ってアンダーカット形状を有する通し溝（１６、１７）が各々設けられ
ている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項６】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）は、前記アーチワイヤー係止の
ための溝部の下部にこの溝部を横切る方向に両者に跨る通し溝（５２）を設けている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項７】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）は、前記アーチワイヤー係止の
ための溝部の上部表面にこの溝部を横切る方向に両者に跨る通し溝（５７）を設けている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項８】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）は、前記アーチワイヤー係止側
壁の上部の当接部位に相互に係脱可能な凹凸部（６９，７０）が設けられている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項９】
　請求項３に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記離脱用溝部（１１）は、着脱される前記アーチワイヤーの上部位置に１面が開放し
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た断面形状が矩形の切り欠きを有して設けられている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項１０】
　請求項６及び７に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は前記通し溝（５７）の下部に突起状の肉厚部（６４）が設け
られ、前記ブラケット本体（１）は前記肉厚部の挿入される凹部（６５）が設けられた構
成になっている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項１１】
　請求項９に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記離脱用溝部（１１）は前記アーチワイヤーの長手方向に沿って上部位置の一端が開
放された形状になっている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項１２】
　請求項９に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記離脱用溝部（１１）は、弾性体（７４）の弾性力により押圧される挿入部（７６）
を有した操作工具（７１）が挿入される形状の溝である
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯列矯正治療に用いられる歯列矯正用ブラケットに関する。更に詳しくは、
審美性を向上させ、かつアーチワイヤーの結紮を容易にし、更に治療効果を上げる機能を
付加した歯列矯正用ブラケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯列不整に対する矯正治療方法に、ブラケットを使用することは公知でありよく知られ
ている。歯列矯正はブラケット等を歯牙に接着させ、このブラケット等に取り付けたアー
チワイヤーの物理的なテンション力、即ち押圧、引き戻し、捩り等、復元力を歯に与え、
徐々に歯の位置を変えていくことにより行われる。
【０００３】
　通常の使用において、ブラケットは本体の中央部にアーチワイヤーを摺動させる、又は
止めるための溝部を形成し、種々の結紮手段で溝部のアーチワイヤーを保持している。こ
のようなブラケットの材質は、特に審美性を重視する場合、最近は従来の金属製の他、プ
ラスチックやセラミックス製のものが用いられるようになっている。又、アーチワイヤー
の材質は、チタン合金、ステンレス等の錆びないものが使用される。
【０００４】
　このような歯列矯正用のブラケットは、種々改良されたものが知られている。しかし、
歯列矯正用のブラケットは、プラスチック製であっても、溝部（スロット）を有していて
、この溝部にアーチワイヤーを規制状態にして保持している。アーチワイヤーの結紮手段
は、例えば、ブラケットの外側に設けられたウイングを介してアーチワイヤーを保持させ
るようにしたもの、又、同じ構成で弾性変形を利用してアーチワイヤーを保持させるロッ
ク部材構成のものがある。更に、結紮手段をブラケット上方から押し付けてアーチワイヤ
ーを保持する構成のもの等も知られている。
【０００５】
　従来の公知例を詳述すると、アーチワイヤーの保持及び開放操作を容易に行うとして、
弾性板で構成されているもので、Ｌ字状に屈曲したロック部材により、一部をウィング下
部の係止片に回動自在に係止させ、上部に引っ掛け部を設けアーチワイヤーに引っ掛け保
持する構成のものが開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
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　又、ウィングにガイド溝を設けウィング外壁を略Ｘ字形にし、アーチワイヤーを溝部に
挿入後、リガチャーワイヤー、又はゴムリングによりＸ字形のガイド溝にはめ込み取り付
ける構成のものが開示されている（例えば、特許文献２参照）。更に、合成樹脂製の結紮
部材であるが、ブラケットのワイヤー挿入溝に上方から弾性変形させて嵌め込み、着脱自
在とする結紮のものが開示されている（例えば、特許文献３参照）。この方法も引っ掛け
部分は、ウィングであるが、ブラケット上方よりワンタッチで取り付けられる構成のもの
である。
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２０２号公報
【特許文献２】実開平０５－６３５１７号公報
【特許文献３】特開２００４－３２９９１２号公報
【特許文献４】特開２００５－５８７４２号公報
【特許文献５】特開２００６－１９２２７２号公報
【特許文献６】特開２００１－１０４３４０号公報
【特許文献７】特表２００３－５００１２８号公報
【特許文献８】特表２００６－５０５３２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述のとおり、アーチワイヤーを使用して歯列矯正を行う治療は、歯牙に力を加えなが
ら歯牙を移動させていく矯正治療である。アーチワイヤーは、リガチャーワイヤーやゴム
リング等の結紮部材により、ウィングを介してブラケットに保持されている。従来の方法
は、アーチワイヤーがブラケットに必要以上の押圧力で押さえ付けられる方法になってい
る。
【０００９】
　又、歯牙にかかる力を弱めるために、アーチワイヤーの押圧力を弱めるようなことも行
われている。従来のウィングを介して、リガチャーワイヤーによる結紮方法や弾性変形を
利用したゴムリングによる結紮方法は、必要以上の押圧力がどうしてもかかる上、取り付
け、取り外しに複雑な作業を要する方法である。又、従来の結紮部材はブラケットに対し
凹凸が多く形状的に出入りのある複雑な形状である。
【００１０】
　このため、従来のブラケット形状は、ブラケットに食べかすや歯垢等異物が残りやすい
構造であり、不衛生である。又、審美性にも欠けるものであった。これらブラケットでの
歯列矯正例は、ブラケットのウィングを介してアーチワイヤーを結紮する手段を伴う例が
多い。しかし、結紮部材をブラケット上方からウィングにはめ込みブラケットの溝のアー
チワイヤーを結紮する方法は、一種の自己結紮になり、結紮部材とワイヤーの間に隙間が
生じてワイヤーの押圧力を低下させている。
【００１１】
　この方法は、当初の取り付け操作は容易であるものの、矯正治療の過程でアーチワイヤ
ーを交換し結紮し直さなければならず、又その取り付け取り外しの操作に、矯正医がその
作業に煩雑さを要求される等の問題点がある。 又、この構成は取り外しの際、結紮部材
を離脱させねばならず、この結紮部材は非常に小さいので結紮部材等を脱落させるおそれ
もある。更に、ウィングの張り出し部等があり、審美性の観点からその審美性を欠如させ
る等の問題がある。
【００１２】
　他の自己結紮として、ブラケットと結紮部材が一体に構成されているタイプのものが知
られている。即ち、スロットの開放面をシャッターで蓋をしてアーチワイヤーを保持する
タイプのものが知られている（例えば、特許文献４，５参照）。又、回転式ロック部材で
蓋をしてアーチワイヤーを保持するタイプのものも知られている（例えば、特許文献６参
照）。更に、アーチワイヤーをラッチに挿入して保持するタイプのものも知られている（
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例えば、特許文献７，８参照）。これら一体型のものは、結紮と開放の操作は容易である
が、いずれも自己結紮のため構造的にその形状が凹凸になり、審美性、清掃性等に劣る欠
点がある。
【００１３】
　このように従来のブラケットにおいては、歯列矯正を行う上ではまだ満足すべき構成に
なっていないのが現状である。従って、このような従来の構成のものが持つ問題点を解決
し、患者にとって粘膜への刺激が減り、衛生面で優れ、矯正医にとっても結紮操作のしや
すいブラケットが求められている。又、容易にワイヤーコントロールのできる優れた矯正
治療の技術が発揮できるとともに、審美性を向上させた結紮技術が発揮できるブラケット
が求められている。 本発明は、前述のような技術背景のもとに創案されたもので、下記
の目的を達成する。
【００１４】
　本発明の目的は、結紮手段をスライド式の簡素な構成にして、アーチワイヤーを挟持し
て結紮でき、且つ異なるアーチワイヤーへの交換が容易であり、安定的に確実に歯列を保
持しメンテナンスを容易に行えるようにした歯列矯正用ブラケットを提供することにある
。
　本発明の他の目的は、結紮手段をスライド式の簡素な構成において、治療上緊急避難的
な治療が必要な場合には、リガチャーワイヤー、ゴムリングの使用が可能な歯列矯正用ブ
ラケットを提供することにある。
【００１５】
　本発明の更に他の目的は、ブラケットを凹凸の少ない曲面形状とし、審美性の向上した
歯列矯正用ブラケットを提供することにある。
　本発明の更に他の目的は、外面形状を曲面構成の滑らかな形状にしたことで、食物残渣
等の付着が少なく清掃性も良好で衛生的にし、更にワイヤーのコントロール操作を簡便に
した歯列矯正用ブラケットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、上記目的を達成するために、次の手段で達成される。即ち、
　本発明１の歯列矯正用ブラケットは、
　下部に歯面への接合面を有し、本体中央部に溝部を設けアーチワイヤーを摺動自在及び
／又は固定するために保持する歯列矯正のためのブラケットであって、
前記アーチワイヤー保持のための溝部を有するブラケット本体と、 このブラケット本体
に案内され、相対的に移動可能に前記溝部のアーチワイヤーの上部及び下部を挟持して保
持するスライダー部と からなっている。
【００１７】
　本発明２の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
　前記スライダー部は、平面視における表面積が前記ブラケット本体の約半分であり、前
記ブラケット本体の前記アーチワイヤーの下部に位置して設けられた案内部を介して、前
記ブラケット本体に対し直線状に進退移動して着脱可能な構成になっている ことを特徴
とする。
　本発明３の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
　前記スライダー部は、前記ブラケット本体に対し進退移動を可能にして前記アーチワイ
ヤーの着脱を行うための離脱用溝部を有していることを特徴とする。
【００１８】
　本発明４の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
　前記スライダー部は、前記ブラケット本体の前記溝部下部位置に弾力固定保持させるた
めの弾性変形可能な保持部を有していることを特徴とする。
　本発明５の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
　前記ブラケット本体及び前記スライダー部は、外側壁にアーチワイヤー設置方向に沿っ
てアンダーカット形状を有する通し溝を各々設けていることを特徴とする。
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【００１９】
　本発明６の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
　前記ブラケット本体及び前記スライダー部は、前記アーチワイヤー係止のための前記溝
部の下部にこの溝部を横切る方向に両者に跨る通し溝を設けていることを特徴とする。
　本発明７の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
前記ブラケット本体及び前記スライダー部は、前記アーチワイヤー係止のための前記溝部
の上部表面にこの溝部を横切る方向に両者に跨る通し溝を設けている ことを特徴とする
。
【００２０】
　本発明８の歯列矯正用ブラケットは、本発明１において、
　前記ブラケット本体及び前記スライダー部は、前記アーチワイヤー係止側壁の上部の当
接部位に相互に係脱可能な凹凸部が設けられていることを特徴とする。
　本発明９の歯列矯正用ブラケットは、本発明３において、
　前記離脱用溝部（１１）は、着脱される前記アーチワイヤーの上部位置に１面が開放し
た断面形状が矩形の切り欠きを有して設けられていることを特徴とする。
【００２１】
　本発明１０の歯列矯正用ブラケットは、本発明６及び７において、
　前記スライダー部は前記通し溝の下部に突起状の肉厚部が設けられ、前記ブラケット本
体は前記肉厚部の挿入される凹部が設けられた構成になっていることを特徴とする。
　本発明１１の歯列矯正用ブラケットは、本発明９において、
　前記離脱用溝部は前記アーチワイヤーの長手方向に沿って上部位置の一端が開放された
形状になっていることを特徴とする。
【００２２】
　本発明１２の歯列矯正用ブラケットは、本発明９において、
　前記離脱用溝部は弾性体の弾性力により押圧される挿入部を有した操作工具が挿入され
る形状の溝であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の歯列矯正用ブラケットは、上部と下部でアーチワイヤーを保持できるスライダ
ー部を配置したので、安定し確実な保持を維持しつつ、食べかす等の残渣が残留しにくく
衛生的になった。又、既存の自己結紮部材一体型のブラケットは、結紮部がシャッター式
や弾性を利用した回転蓋、そして結紮部材をセパレートにした装着式があるが、これらは
自己結紮するための構造がデザインに必要で表面に凹凸の形状が生じている。それに比し
本発明の歯列矯正用ブラケットは、ブラケット本体の外側にある案内部をスライドして、
外観の約半分を占めるスライダー部全体が動き自己結紮を行う構成である。
【００２４】
　このような構造にすることより、スライド機構部分も含め外観形状に凹凸が少なく一体
感が得られ、全体が段差のない滑らかな曲面状に構成された。このことから、審美性の向
上した歯列矯正用ブラケットとすることができた。又、結紮手段をスライド式のものにし
たので、結紮手段をブラケットに保持したままアーチワイヤーの取り付け取り外しの操作
が容易に行えるようになった。更に、必要に応じてスライダー部を引き抜き取り外し、及
び挿入して他のスライダー部と交換を行うような装着も可能なブラケット構成となった。
言い換えると、このようなことを可能にすることで、矯正の作業効率を高めるとともに歯
列矯正用ブラケットのメンテナンスも容易になった。
【００２５】
　本発明の歯列矯正用ブラケットは、スライダーの通し穴の部分を工夫することやスライ
ダー部自体の使い方により、歯列の叢生が著しい場合の歯牙へかかるアーチワイヤーの弾
性力の軽減ができ、又逆にスロットとアーチワイヤー間の隙間の調整により弾性作用を増
すことができる。更に、ブラケット本体とスライダー部の材質をそれぞれの目的に合った
素材に設定できるので、強度面を確保しつつ同時に対合歯の磨耗を防ぐことなどが可能と
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なる。又、本発明の歯列矯正用ブラケットは、審美性、治療の速度、操作性、患者のリス
クと苦痛の軽減等の臨床上有効な効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１である歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図２】図２は、図１の歯列矯正用ブラケットの正面図である。
【図３】図３は、図１の歯列矯正用ブラケットの側面図である。
【図４】図４は、実施の形態１の歯列矯正用ブラケットの外観図である。
【図５】図５は、実施の形態１のスライダー部が引き出された状態を示す歯列矯正用ブラ
ケットの平面図である。
【図６】図６は、図５のの正面図である。
【図７】図７は、実施の形態１のブラケット本体の平面図である。
【図８】図８は、図７の正面図である。
【図９】図９は、図７の側面図である。
【図１０】図１０は、図８をＸ－Ｘ線で切断した断面図である。
【図１１】図１１は、実施の形態１のブラケット本体単体の外観図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１のスライダー部の平面図である。
【図１３】図１３は、図１２の正面図でせある。
【図１４】図１４は、図１２の側面図である。
【図１５】図１５は、実施の形態１のスライダー部単体の外観図である。
【図１６】図１６は、ゴムリングでアーチワイヤーを保持した例を示す実施の形態１のブ
ラケットの正面図である。
【図１７】図１７は、リガチャーワイヤーでアーチワイヤーを保持した例を示す実施の形
態１のブラケットの正面図である。
【図１８】図１８は、図１７の平面図である。
【図１９】図１９は、操作工具の正面図である。
【図２０】図２０は、フック付の歯列矯正用ブラケットを変形した実施の形態１を示す平
面図である。
【図２１】図２１は、本発明の実施の形態２である上顎前歯の歯牙に合わせた歯列矯正用
ブラケットを示す正面図である。
【図２２】図２２は、実施の形態２において、細いアーチワイヤーに対応した歯列矯正用
ブラケットの他の例を示す正面図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施の形態３において、歯肉側にアーチワイヤーが強く曲
げられる例を示す説明図である。
【図２４】図２４は、実施の形態３において、舌側にアーチワイヤーが強く曲げられる例
を示す説明図である。
【図２５】図２５は、実施の形態３において、アーチワイヤーをブラケット本体に対し、
スライダー部を少し開けて保持させる構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図２６】図２６は、実施の形態３において、ゴムリング又はリガチャーワイヤーを、ス
ライダー部のみブラケット本体に押し付け保持させる構成を示す歯列矯正用ブラケットの
正面図である。
【図２７】図２７は、実施の形態３において、ゴムリング又はリガチャーワイヤーを、ア
ーチワイヤーの上部に引っ掛けスライダー部をブラケット本体に押し付け保持させる構成
を示す歯列矯正用ブラケットの正面図である。
【図２８】図２８は、実施の形態３において、通し溝上部の両端部を開放し、中央部分で
アーチワイヤーを保持する構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図２９】図２９は、図２８の正面図である。
【図３０】図３０は、本発明の実施の形態４であるスライダー部の両脇にガイド部を設け
た構成の歯列矯正用ブラケットを示す平面図である。
【図３１】図３１は、図３０の側面図である。
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【図３２】図３２は、実施の形態４において、両脇にガイド部を設けたスライダー部の平
面図である。
【図３３】図３３は、本発明の実施の形態５において、スロットに直交する方向に貫通穴
を設けた構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図３４】図３４は、図３３の正面図である。
【図３５】図３５は、実施の形態５において、貫通穴にワイヤーを通し両端を折り曲げ装
着保持させた構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図３６】図３６は、図３５の正面図である。
【図３７】図３７は、実施の形態５において、貫通穴に四角ワイヤーを通し一端をフック
形状にして折り曲げ装着保持させた構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図３８】図３８は、図３７の正面図である。
【図３９】図３９は、実施の形態５において、通し溝にリガチャーワイヤーを通し装着保
持した構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図４０】図４０は、本発明の実施の形態６であるブラケット本体及びスライダー部の表
面に通し溝を設けた構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図４１】図４１は、実施の形態６において、通し溝にリガチャーワイヤーを通し装着保
持した構成を示す歯列矯正用ブラケットの平面図である。
【図４２】図４２は、図４１の正面図である。
【図４３】図４３は、図４１の側面図である。
【図４４】図４４は、実施の形態６のスライダー部単体の外観図である。
【図４５】図４５は、実施の形態６のブラケット本体単体の外観図である。
【図４６】図４６は、本発明の実施の形態７の歯列矯正用ブラケットの外観図であり、ブ
ラケット本体にスライダー部を取り付けた構成を示すものである。
【図４７】図４７は、実施の形態７の歯列矯正用ブラケットの外観図であり、ブラケット
本体からスライダー部を引き出した構成を示すものである。
【図４８】図４８は、操作工具の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。本発明は、特に結紮手段を
改良し、治療のしやすい構成にし、表面を滑らかにし審美性を向上させた歯列矯正用ブラ
ケットに関するものである。
【実施の形態１】
【００２８】
　図１は、本発明の実施の形態１である歯列矯正用ブラケットの平面図である。図２は、
図１の歯列矯正用ブラケットの正面図である。図３は、図１の歯列矯正用ブラケットの側
面図である。図４は、実施の形態１の歯列矯正用ブラケットの外観図である。図５は、実
施の形態１のスライダー部が引き出された状態を示す歯列矯正用ブラケットの平面図であ
る。図６は、図５のの正面図である。
【００２９】
　図７～図１５は、実施の形態１の歯列矯正用ブラケットの単体の構成を示す図である。
図７は、実施の形態１のブラケット本体の平面図である。図８は、図７の正面図である。
図９は、図７の側面図である。図１０は、図８をＸ－Ｘ線で切断した断面図である。図１
１は、実施の形態１のブラケット本体単体の外観図である。図１２は、実施の形態１のス
ライダー部の平面図である。図１３は、図１２の正面図でせある。図１４は、図１２の側
面図である。図１５は、実施の形態１のスライダー部単体の外観図である。
【００３０】
　図１６～図１８は、アーチワイヤーをブラケット本体とスライダー部へ保持させる実施
の形態１を示した図である。図１６は、ゴムリングでアーチワイヤーを保持した例を示す
実施の形態１の歯列矯正用ブラケットの正面図である。図１７は、リガチャーワイヤーで
アーチワイヤーを保持した実施の形態１を示す歯列矯正用ブラケットの正面図、図１８は
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、図１７の平面図である。 図１９は、歯列矯正用ブラケットのスライダー部を操作する
操作工具である。図２０は、フック付歯列矯正用ブラケットの例を示す平面図である。
【００３１】
　これらの図において、本発明の歯列矯正用ブラケットは、ブラケット本体１と結紮手段
（以下、「スライダー部２」という。）で構成されている。この歯列矯正用ブラケットは
、ウィングに当たる箇所に結紮部材であるゴムリング等のための通し溝１６、１７を設け
、両側の通し溝１６、１７をアンダーカット形状ａ、ｂ（図２参照）にして、即ち、上部
に引っ掛かりを有する形状にしてブラケット本体１、及びスライダー部２の表面を、凹凸
が少なく滑らかな丸みを有した形状としている。
【００３２】
　ブラケット本体１は、下面が歯牙への接合面３となっていて、接着剤を介して歯面４に
接着される。又、ブラケット本体１の中央部にアーチワイヤー６を保持するための凹状の
溝部、即ちスロット５が設けられている。このようなブラケット本体１の構造は一定のも
のではなく、治療テクニック等の関係からいろいろと選択できるように、種々の形態のも
のが用意されていると良い。又、ブラケット本体１は、取り付ける歯牙の部位によって、
例えば前歯用、犬歯用、小臼歯用、大臼歯用等の種類がある。又、トルクやアンギュレー
ション等が相違していて、又矯正する歯の向き等によっても形状が異なるので、これに合
わせた種々のブラケット本体もあればよい。
【００３３】
　前述したように、ブラケット本体１の中央部に矢印方向にアーチワイヤー６を移動調整
しながら嵌め込むために、断面形状が上面が開放されたＵ字状のスロット５が設けられて
いる。ブラケット本体１の材質は、公知のプラスチック、セラミックス、金属等から選択
される１種である。又、これらの材質を組み合わせ複合材料で構成してもよい。このブラ
ケット本体１には、スロット５をブラケット本体１の壁面と挟む状態で、アーチワイヤー
６を結紮するためのスライダー部２が直線的に進退可能である。即ち、このスライダー部
２は、ブラケット本体１に対し相対的に移動可能に設けられている。
【００３４】
　本実施の形態１になる歯列矯正用ブラケットは、前述のように主としてブラケット本体
１とスライダー部２により構成されているが、スライダー部２はブラケット本体１に平行
に設けられた案内部７に嵌り込み、ブラケット本体１に対し所定の方向に進退移動可能に
スライドする。一方、スライダー部２には、一対のアーム部８が外方に張り出す状態に設
けられていて、このアーム部８の先端が滑動部９を構成している。
【００３５】
　又、このアーム部８は弾性変形可能な構成になっている。滑動部９はブラケット本体１
の案内部７を対の構成で挟持し、上下方向を規制し案内される。滑動部９が案内部７によ
り案内され差し込まれている状態のときは、アーム部８は弾性変形して外方に拡げられて
いる（図１０参照）。又、案内部７の端部には段差１０が形成されていて、この段差１０
は案内部７の案内部分より低く凹み状態になっている。
【００３６】
　スライダー部２の材質は、ブラケット本体１と同様であっても、異なった材質で構成し
もよい。歯列矯正用ブラケットは、対合歯と接触する場合が多いので、対合歯の摩滅を防
ぐことや歯列矯正用ブラケット自体の摩耗を抑えることの対処が必要がある。そのため、
上顎と下顎とは、ともに咬合側の位置にあり、対合歯と接触しやすいスライダー部２の硬
度を、調整することが臨床面で有効である。例として下顎前歯の歯列矯正用ブラケットは
、上顎前歯に当たることが多い。最近、素材の審美性を前面に出して多く使われているセ
ラミックス製のブラケットは、硬度が高く対合歯を磨耗させる不具合が指摘されている。
【００３７】
　本実施の形態のスライダー部２は、歯牙の咬合側に位置し、図１に示すように、平面視
で見たときその表面積が約半分を占めるため、ほとんどのケースで対合歯がスライダー部
２に当たる。また、ブラケット本体１とスライダー部２の体積比は、約２対１である。即
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ち、このスライダー部２は、従来のシャター式に比して、相対的にスライダー部２の表面
積、体積が相対的に大きいことが伺える。このために大きいストロークでスライドが可能
であり、アーチワイヤー６をスロット５に挿入するときの作業性が良い。また、スライダ
ー部２の材質に対合歯を傷めない素材を設定し、強度が要求されるブラケット本体１を別
素材で設定すると有効である。このようにブラケット本体１とスライダー部２の素材を変
えられることは、それぞれ求められる素材の材質、物性が異なることに応じて個別に対応
できることになる。
【００３８】
　滑動部９が、ブラケット本体１のスロット５の長手方向の直角方向にスライドして押し
込まれると、終端で滑動部９はこの段差１０に嵌り込み、アーム部８は弾性変形が解除さ
れて滑動部９が係止される（図１０参照）。段差１０は、図ではフラット形状としている
が、滑動部９が嵌り込み可能なノッチ式の穴の形態であってもよい。この状態で、スライ
ダー部２がスロット５に挿入されたアーチワイヤー６を自己結紮する。
【００３９】
　結果的に、スライダー部２は、強制的に外力を加えて滑動部９をこの段差１０から引き
離さないかぎり、このブラケット本体１から離脱することはない。図１は、ブラケット本
体１にスライダー部２が押し込まれ、アーチワイヤー６を結紮している状態を示し、図５
は、同構成でスライダー部２が引き出され、アーチワイヤー６が開放されている状態を示
している。
【００４０】
　次に、スライダー部２をブラケット本体１から引き出す構成について説明する。スライ
ダー部２のブラケット本体１側の中央部には、段差凹状のスライダー溝部１１が設けられ
ている。このスライダー溝部１１は、スライダー部２をブラケット本体１から引き出すた
めの切り欠きである。スライダー溝部１１の形状は、引き出し方向の直角方向が長い長手
溝になっている。
【００４１】
　スライダー部２には図に示すように、アーチワイヤー６を挟持して保持可能にするため
の通し溝１２が設けられていて、この通し溝１２を挟んで、スライダー部２の下部はアー
ム部８と滑動部９を構成し、上部はアーチワイヤー６を挟み込むフランジ１３を構成して
いる。スライダー溝部１１はこのフランジ１３の中央部分に設けられ、上方が開放されて
いる。即ち、このスライダー部２は、スライダー溝１１を除く上部のフランジ１３と下部
の案内部８でアーチワイヤー６をコ字状に挟み込むことになる。図６に示すように、アー
チワイヤー６は、スライダー部２の通し溝１２でガイドされる。正確には、通し溝１２の
ガイド面Ａ、Ｂ、及びＣ面の３面でガイドされる。これに対して、従来のシャッター式の
ものは、例えば、１方向であるＡ面のみでガイドされるので、従来のスライド式のものよ
り安定したガイド、取り付けが可能になった。
【００４２】
　又、歯列矯正用ブラケットとは別に、スライダー部２をブラケット本体１から引き出す
ための引き出し工具、即ちスロットオープナー１４が準備されている（図１９参照）。こ
のスロットオープナー１４の端部は、長方形の凸部１５を構成していて、この凸部１５の
形状はスライダー溝部１１に挿入可能にその形状に合わせている。この凸部１５の長手方
向の長さは、アーチワイヤー６のサイズに関係なく着脱できるようスロットの開放面の幅
だけ開くように設定されている。
【００４３】
　スライダー部２をブラケット本体１から引き出す場合は、先ずスロットオープナー１４
の凸部１５をスライダー溝部１１にはめ込む（図１参照）。これは矯正医が手動操作で行
う。次に、このスロットオープナー１４を９０度回転させる（図５参照）。このスロット
オープナー１４の回転に伴なって、凸部１５の長手部分が引き出し方向に向きを変え、凸
部１５の長手部分の長さ相当分、スライダー部２は強制的にブラケット１から押し広げら
れ引き出される。
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【００４４】
　このときアーム部８が弾性変形し、滑動部９が段差１０から案内部７に乗り上げるが、
スライダー部２はブラケット本体１に保持された状態を維持する。この状態で、アーチワ
イヤー６は開放状態となり、アーチワイヤー６の取り外しは容易となる。交換するアーチ
ワイヤーを挿入した後、スライダー部２をアーチワイヤー６側に押し付けて寄せれば、滑
動部９が再び段差１０に嵌まり込み直ちに再び結紮状態が実現できる。
【００４５】
　スライダー溝部１１とスロットオープナー１４の凸部１５の長手部分の長さを、スロッ
ト開放面の幅だけ開くように設定すれば、スロットオープナー１４を使用することで常に
一定幅だけ広げられ、広げすぎによるスライダー部の脱落を防げる。この方法は、探針の
ような器具で結紮部位のシャッターや回転蓋などに引っ掛け引っ張って開くより安全で、
歯牙への衝撃も少なく、又セパレートタイプのように切断して結紮部材を取り外すタイプ
にみられる飛散もない。
【００４６】
　このように、スライダー部２を直線状にスライドさせるだけで、アーチワイヤー６の取
り付け、取り外しが容易に行うことができ、しかもスライダー部２はブラケット本体１に
保持されたままであり、脱落を防止し、スライダー部２はブラケット本体１から脱落する
おそれがない。又、スライダー部２の別仕様への交換、更にスライダー部２が破損した場
合は、ブラケット本体１を取り外さなくとも、破損したスライダー部２のみをプライヤー
で引き抜いて、新しいスライダー部２をブラケット本体１に挿入して交換すればよい。こ
のように、歯列矯正用ブラケットの管理を安定的に行える。従って、メンテナンスの容易
な構成となっている。
【００４７】
　又、スライダー溝部１１は、同時に、歯列矯正用ブラケットを歯牙へ装着するときの目
印となる。スライダー部２をブラケット本体１に完全に押し付けた状態（図１参照）で接
着固定されるが、スライダー溝部１１の長方形溝は、ブラケット本体１のスロット５の中
心と水平方向の目印であって、目視で歯牙に接着するときの位置決めに有効である。又こ
の長方形溝は接着時、位置決め器具を用いた場合の器具への取り付けガイドに用いること
ができる。
【００４８】
　歯列矯正用ブラケットは、基本的には中央部にアーチワイヤー挿入のためのスロット、
側壁にウィングを設けているのが多いが、本発明においては前述したように、ブラケット
本体１の外側壁とスライダー部２の外側壁に、アーチワイヤー設置方向と平行に各々通し
溝１６、１７を設けている（図２参照）。即ち、ブラケット本体１外側壁の通し溝１６に
アンダーカット形状ａを、スライダー部２外側壁の通し溝１７にアンダーカット形状ｂを
設けている。
【００４９】
　図１６に示すように、必要なときはゴムリング１８をこの通し溝１６、１７のアンダー
カット形状ａ、ｂに引っ掛け結紮し、又、図１７、図１８に示すようにリガチャーワイヤ
ー１９を同様にこのアンダーカット形状ａ、ｂに引っ掛け結紮を可能としている。図１６
に示す例は、矯正初期の段階に適用し、アーチワイヤーが細い場合に適用できる。即ち、
ゴムリング１８で結紮することにより矯正過程のアーチワイヤーをスロット５の底に押し
付けている。
【００５０】
　結紮時には、アンダーカット形状ａ、ｂに中心方向に力がかかるが、リガチャーワイヤ
ー１９でアーチワイヤーを固定する場合は強く結紮するので、歯列矯正用ブラケットの強
度が不足するとスロットが内側へ変形する。しかし、本実施の形態の大きな特徴は、ブラ
ケット本体１とスライダー２相互のＵ字状の溝同志で挟み込む状態になり、結果的に四角
の箱状にかみ合うことになりアーチワイヤーを保持する。図１７、１８に示すように矯正
の最終段階では変形し難い構造となるのである。
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【００５１】
　治療のケースによっては、図２０に示すようにフックの設けられているものを使用する
場合もある。この場合、ブラケット本体１ａは、フック付であるが、スライダー部２は前
述した構成のものと同じであり、中央部にスライダー溝部１１を有し共用できるものであ
る。ブラケット本体１ａの下面は、前述のとおり歯牙への接合面３となっていて、接着剤
を介して歯面４に接着される。これらのブラケット本体の歯牙に対する基本構造、機能に
ついては、公知であるので、詳細な説明は省略している。以上、基本構成についてその実
施の形態を説明したが、次に他の実施の形態について、保持方法を絡めて説明する。
【実施の形態２】
【００５２】
　図２１、２２に従い、実施の形態２について説明を行う。 図２１は、実施の形態２を
示す正面図で、上顎前歯の歯牙に合わせた歯列矯正用ブラケットの一例を示している。こ
の例は、歯牙の接合面２０とその周辺の形状が前述した実施の形態と異なり、ブラケット
本体の形状は異なっているが、スライダー部２の構成は全く変わっていない。この構成は
図示していないが、他の歯牙に対しても同様である。
【００５３】
　図２２に示すものは、細いアーチワイヤー２１の場合にワイヤーの弾性作用を増す例を
示している。前述のスライダー部２は、規格のスロット寸法に合わせて構成されているが
、アーチワイヤー２１の幅寸法が小さい場合、アーチワイヤー２１と前述のスライダー部
２の通し溝１２との間に隙間が生じている。症例によっては意図する弾性効果を必要とす
る場合がある。アーチワイヤー２１の作用を十分生かすために図のＡ、Ｂに示すように、
通し溝の上下に形状的に厚みを付加した別構成のものを用意する。この構成の用途の目的
は、特に治療初期のレベリングで歯牙に過度の力がかからないようにするために、細いワ
イヤーを使用するが、通常の場合であると、スロットとワイヤーの隙間が大きいので、こ
の隙間を少なくした構成のものをアーチワイヤー２１の作用をコントロールするときに用
いることができる。
【００５４】
　又、スロット部の図のＡ、Ｂで示す両側の肉付けの幅寸法をワイヤー径よりもマイナス
サイズにすることもある。これによりスライダー部２２の弾性を利用してアーチワイヤー
２１をはさみ込めば、アーチワイヤー２１はスロットの溝に挟まれ保持されるので、アー
チワイヤー２１に摩擦抵抗を与えることができる。この結果、リガチャーワイヤーやゴム
リングと同様な結紮作用が得られる。スライダー部２２には、図のＡ、Ｂ及びＣの３面の
肉厚をそれぞれ付加することができる。従って、このアーチワイヤーのコントロールが、
歯牙１本毎にブラケット本体単位で実施できる。
【００５５】
　アーチワイヤー２１のサイズに応じたスライダー部２２のＡ、Ｂで示す厚みの違うタイ
プのスライダー２２を各々準備しておけば、治療目的に応じた適正なスライダー部を選択
して差し替え直ぐ結紮対応ができる。従って、アーチワイヤー２１のサイズ変更に伴いス
ライダー部を交換しても、歯列矯正用ブラケットの全体的形状は全く変わることはない。
【実施の形態３】
【００５６】
　次に、図２３～図２９に従って実施の形態３を説明する。 この実施の形態は歯列の叢
生が大きい場合に対応する例である。アーチワイヤーが通常でスロットに挿入できない場
合に、無理にスロットに入れると歯牙に無用な力がかかりすぎることになる。このような
場合これを避けるため、既存のワイヤー結紮タイプのブラケットは、スロットにアーチワ
イヤーの一部を挿入して浮かせた状態にしてリガチャーワイヤーで軽く結紮する。又、既
存の自己結紮のブラケットで、スロットに蓋をするタイプのものは、アーチワイヤーをス
ロットから一部浮かせると蓋の部分が開いた状態となる。更にウィングがないとリガチャ
ーワイヤーやゴムリングが使えないので、次に示す構成としている。
【００５７】
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　図２３、２４は、それぞれ歯肉側方向、舌側方向にアーチワイヤーが強く曲げられる実
施の形態を示している。 図２３は、歯肉側にアーチワイヤー３１が強く曲げられる実施
の形態で、歯並びの悪い歯牙３０が両側の歯牙を押し広げながら咬合側に移動される状態
を示している。最終的には図２３のＦの状態から図２３のＧの状態に矯正する。
【００５８】
　この場合強く曲げられたアーチワイヤー３１をスロット内に収め歯牙へかかる力を低減
させるため、図２５～図２７に示すようにゴムリング３２又はリガチャーワイヤー３３で
固定保持する方法をとるとよい。この場合、アーチワイヤー３１の一端はスライダー部３
４の通し溝３５で規制されるので、スライダー部３４を無理に閉じずに少し開けておく。
ブラケット本体１のスロットの両端部は通し溝３５より広くなっているので、アーチワイ
ヤー３１に矢印方向（図２５参照）の余裕を持たせることになる。
【００５９】
　図２６は、ゴムリング３２又はリガチャーワイヤー３３がアーチワイヤー３１の上部を
被わず、スロット下部のブラケット本体１とスライダー部３４のみを挟み保持している状
態を示す図である。図２７は、ゴムリング３２又はリガチャーワイヤー３３をアーチワイ
ヤー３１の上部に跨ってブラケット本体１とスライダー部３４を挟み保持している状態を
示す図である。図２６、図２７は、いずれもゴムリング３２又はリガチャーワイヤー３３
でスライダー部３４が開かないようにとめておく方法を示す図である。このような固定で
歯並びの悪い歯牙３０を移動させ、最終的には図２３のＦの状態から図２３のＧの状態に
矯正する。
【００６０】
　図２４は、舌側にアーチワイヤーが強く曲げられる実施の形態を示す図である。この図
は歯並びの悪い歯牙４０が両側の歯牙を押し広げながら唇側に移動される状態を示してい
る。最終的には図２４のＤの状態から図２４のＥの状態に矯正する。この場合、図２８、
図２９に示すように、スライダー部４１の通し溝４２上面部の両端を開放し、スライダー
部４１の中央部分４３でアーチワイヤー４４を保持する構成のスライダー部４１を用意す
る。
【００６１】
　ブラケット本体１のスロット５にアーチワイヤー４４を挿入し、アーチワイヤー４４が
外方に外れない状態のスライダー４１とする。即ちアーチワイヤー４４をスロット５に保
持することができるとともに、歯牙へかかる力を軽減できる。又、この実施の形態に対し
、更に前述の実施の形態が適用される場合がある。即ち、唇－舌方向に加え、歯肉－咬合
方向にも強く力がかかっている場合に、スライダー部４１を完全に閉じず少し開けておき
、徐々に少しずつ矯正するのである。このように矯正する過程で、ある程度改善された段
階でスライダー部を規格のものに交換する。
【実施の形態４】
【００６２】
　次に、図３０～図３２に従って実施の形態４を説明する。 図３０、３１は、スライダ
ー部の両脇にガイドを設けた構成の歯列矯正用ブラケットを示す図であって、図３０は平
面図、図３１は側面図である。図３２は、スライダー部を単体で示した平面図である。図
３０、３１に示すように、この実施の形態は、スライダー部４７の両脇にアーチワイヤー
のためのガイド部４７ａを設けた構成のものである。図３２に示すように、スライダー部
４７には、アーム部の張り出し方向と直交する方向にガイド部４７ａが両方に形成されて
いる。このように、スライダー部４７の両側にガイド部４７ａが形成されていることによ
り、歯牙を回転（ローテーション）させるときにアーチワイヤー４８の作用を増すことが
できる。
【実施の形態５】
【００６３】
　次に、図３３～図３９に従って、実施の形態５を説明する。 　図３３、図３４は、ブ
ラケット本体５０のスロット５１の長手方向に直交する貫通穴５２を設けた実施の形態を
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示す図である。この実施の形態では、貫通穴５２がスロット５１底面より少し上部の位置
で貫通している。この貫通穴５２はスライダー部５３にも跨って設けられている。この貫
通穴５２は、歯列矯正用ブラケットに結紮機能を付加するためのワイヤー等を通すために
使用される。
【００６４】
　例えば、図３５、図３６に示すように、ワイヤーコントロールに利用する場合、貫通穴
５２に合ったワイヤー５４を通して脱落しないよう両端で、即ちブラケット本体５０側の
端部とスライダー部５３側の端部で各々ワイヤー５４を曲げておけば、スロット５２中央
部のアーチワイヤー６との隙間が減少して、特に細いワイヤーの弾性作用を高められる。
【００６５】
　前述の図２２で説明したスライダー部２２の通し溝のＡ、Ｂで示す両側に厚みを付けて
のワイヤーコントロールに対し、本実施の形態の場合、スロットの断面形状を変えずスロ
ット５２中央部の隙間を減らしてワイヤー５４をコントロールするので、アーチワイヤー
６の作用が異なってくる。又、フックの装着に利用する場合は、図３７、図３８に示すよ
うに、貫通穴５２に合った四角ワイヤー５５を通して任意のフック形状に曲げて装着する
ことができる。四角ワイヤー５５は、歯牙移動に適したフック形状にすることができるの
で、治療の効果を大きくできる。
【００６６】
　リガチャーワイヤーを用いた結紮に利用する場合は、図３９に示すように、リガチャー
ワイヤー５６を貫通穴５２に通してアーチワイヤー６の外部にはみ出た部分の上に掛けて
締めると、片側結紮が行える。以上説明した歯列矯正用ブラケットは、必要なときに必要
な箇所のブラケットに歯牙に装着した状態で着脱することができるので、これらの機能を
付加した場合にも審美性や清掃性、操作性等で有利である。
【実施の形態６】
【００６７】
　次に、図４０～図４５に従って、実施の形態６を説明する。この例はスロットの長手方
向に対し直交する方向にブラケット本体１と、スライダー部２の表面に通し溝５７を設け
た構成例である。実施の形態５の場合においては、スロットの長手方向に対し直交する方
向に貫通孔５２を設け、この貫通孔５２はスロット底面よりやや高い上部に位置し貫通さ
せたものである。これに対し、本実施の形態の構成は、スロット５８の長手方向に対し略
中央部で直交する方向に、ブラケット本体５９及びスライダー部６０の表面にウィングに
跨る通し溝５７を設けたものである。
【００６８】
　この構成によると、図４１の平面図、図４２の正面図、図４３の側面図で示すように、
アーチワイヤー６１の一端がスロット５８の外側にはみ出る取り付けを行った場合に、こ
のアーチワイヤー６１を固定するのに有効な構成である。即ち、その固定方法は先ずリガ
チャーワイヤー６２を通し溝５７に設置しアーチワイヤー６１の上部に掛ける。更に、リ
ガチャーワイヤー６２をウィング６３に巻き込みブラケット本体５９とスライダー部６０
のアンダーカット部に通し外側に配する。
【００６９】
　このウィング６３のアンダーカット部を通したリガチャーワイヤー６２の一部を再び外
側にはみ出ているアーチワイヤー６１の上部に掛け、リガチャーワイヤー６２の両端を結
んで固定する。このようにすることで、片側ではあるがアーチワイヤー６１は、上部２箇
所の押圧により、ブラケット本体５９及びスライダー部６０で挟み固定されることになる
。この場合、アーチワイヤー６１が外側にはみ出すスライダー溝部１１の一端側は、アー
チワイヤー６１設置のし易いように開放又は一部を傾斜溝にすれば尚よい。
【００７０】
　図４４は、スライダー部６０の単体構成を示す外観図である。表面にスライダー溝部１
１の長手方向に直交する方向に、通し溝５７を設けた構成のものである。通し溝５７を設
けてもその底部の強度を保持するため、その底部を厚くし肉厚部６４としている。アーム
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部８と滑動部９の構成は、前述の実施の形態１と同様である。図４５は、ブラケット本体
５９の単体構成を示す外観図である。このブラケット本体５９の表面にもスライダー部６
０に連なる通し溝５７が設けられているが、スライダー部６０設置部分の下部には、スロ
ット５８に通じてスライダー部６０の肉厚部６４が挿入する挿入溝６５が設けられている
。この挿入溝６５近傍のブラケット本体５９は十分な厚さを有しているので、挿入溝６５
を設けたことにより強度を弱めることはない。
【実施の形態７】
【００７１】
　次に、図４６、図４７に従って、実施の形態７を説明する。この実施の形態７は、ブラ
ケット本体６６にアーチワイヤーを挿入しスライダー部を取り付け、一体化したときの相
互の強度を補強するように構成したものである。図４６は、ブラケット本体６６にスライ
ダー部６７を取り付けた構成を示す外観図であり、図４７は、ブラケット本体６６からス
ライダー部６７を引き離した状態を示す外観図である。図に示すようにブラケット本体６
６には、アーチワイヤー設置のスロット壁面６８の上部の側面に、凹部６９を配置してい
る。
【００７２】
　一方スライダー部６７には、この凹部６９に対応する位置に、この凹部６９に挿入可能
な凸部７０を設けている。この凹凸構成は、スライダー溝１１を挟んで長手方向に沿い２
箇所設けられている。アーチワイヤー（図示せず）がスロットに取り付けられスライダー
部６７をブラケット本体６６に差込む際、スライダー部６７の凸部７０が、ブラケット本
体６６の凹部６９に挿入され両者は一体となる。これによりアーチワイヤーは、１面が開
放され３面が閉じた矩形内に、スライダー部６７で挟み込まれ保持される形態となるが、
同時にスライダー部６７は凸部７０とアーム部８でブラケット本体６６に持挟され保持さ
れる。
【００７３】
　このような構成にすることで、ブラケット本体６６とスライダー部６７との一体化が強
化されることになり、回転（ローテーション）等でアーチワイヤー等の結紮に伴う変形を
軽減させることができる。この凹凸構成は、スライダー部６７側が凸部７０構成とし、ブ
ラケット本体６６側を凹部６９としたが、逆にスライダー部６７側に凹部を設け、ブラケ
ット本体６６側に凸部を設ける構成であってもよい。
【００７４】
　このように、本実施の形態による歯列矯正用ブラケットは、凹凸を少なくし丸みのある
構造でスライド式の構成にしたので、患者の歯面装着後粘膜への刺激が軽減され、又、歯
磨きもしやすくなり、残渣の残り難い構造である等、清掃性もよくなり、口腔内衛生管理
がし易くなった。更に、アーチワイヤーの取り付け取り外しのメンテナンス性もよくなっ
た。更に、従来のようにウィングが張り出したり、自己結紮方式のための構造上の凹凸が
ない形状にしたことで、審美性のよい構成となった。たことで、審美性のよい構成となっ
た。また、保定装置（リテーナー、トウスポジショナー）の維持・着脱には、金属線を加
工したクラスプが使われることが多いが、歯列矯正用ブラケットの凸凹のない形状は、こ
のクラスプの替わりに保定装置の維持・着脱のホックに利用できる。
【００７５】
　更に、このような凹凸の少ない形状は、構造自体が簡素になり、破損等の生じにくい構
成となった。機能的な面では、結紮手段をスライダー構成にしたことで、アーチワイヤー
の交換等の処置がスライダーの脱落なしに迅速、且つ確実に行え、又、アーチワイヤーコ
ントロールのためのスライダー交換やスライダーが破損した場合には、スライダーのみを
差し替えれば簡単に対応でき、管理がしやすくなった。
【実施の形態８】
【００７６】
　次に、図４８に従って、実施の形態８を説明する。この例はスロットオープナーに関わ
るものである。図１９に示すスロットオープナー１４は、凸部１５が本体に固定的に設け
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プナー７１の支柱部７２は、所定寸法進退自在に案内できるように柄部７３に支持されて
いる。この支柱部７２にはコイルバネ７４が挿入され、コイルバネ７４は支柱部７２の端
部に設けられた段差部７５を押圧し、支柱部７２を外方に付勢している。
【００７７】
　この支柱部７２の端部は、前述の凸部１５に相当する凸部７６となっている。又、この
凸部７６近傍周囲にブラケット形状に合わせた案内部材７７が設けられている。この案内
部７７は、ブラケット形状に合わせ交換可能な構成になっている。このような構成になっ
ているスロットオープナー７１を前述したものと同様に操作し、凸部７６をスライダー溝
部１１に挿入し、スライダー部をブラケット本体から引き出す。このとき凸部７６は、コ
イルバネ７４の付勢力で押圧され、又案内部材７７がブラケットに嵌まり込み位置合わせ
になるので、無理な力がブラケットに及ぼすことなく正確にスムースに操作ができる。
【００７８】
　スライダー溝１１は小さいので、一般的に矯正医による操作は複雑になる。しかし、こ
の操作工具であるスロットオープナー７１を使用することで、案内部材７７をブラケット
に突合せて、この案内部材７７を見て回し、無理の無い操作で正確に凸部６６をスライダ
ー溝部１１に沈め嵌まり込ませることができる。この凸部７６を９０度回転させれば、前
述したものと同様にスライダー部をスムースに引き出すことができる。以上、本発明の実
施の形態について説明してきたが、本発明はこの実施の形態に限定されないことはいうま
でもない。
【符号の説明】
【００７９】
　１…ブラケット本体
　２…スライダー部
　３…接合面
　４…歯面
　５…スロット
　６…アーチワイヤー
　７…案内部
　８…アーム部
　９…滑動部
１０…段差
１１…スライダー溝部
１２…通し溝
１３…フランジ
１４…スロットオープナー
１５…凸部
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【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】



(21) JP WO2009/116560 A1 2009.9.24

【図４１】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月29日(2009.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部に歯面への接合面を有し、本体中央部に溝部を設けアーチワイヤーを摺動自在及び
／又は固定するために保持する歯列矯正のためのブラケットであって、
　前記アーチワイヤー保持のための溝部を有するブラケット本体（１）と、
　このブラケット本体に案内され、相対的に移動可能に前記溝部のアーチワイヤーの上部
及び下部を挟持して保持するスライダー部（２）と、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）には、外側壁に前記アーチワイ
ヤー設置方向に沿ってアンダーカット形状を有する通し溝（１６、１７）が各々設けられ
ている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項２】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は、平面視における表面積が前記ブラケット本体（１）の約半
分であり、前記ブラケット本体の前記アーチワイヤーの下部に位置して設けられた案内部
（７）を介して、前記ブラケット本体（１）に対し直線状に進退移動して着脱可能な構成
になっている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項３】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は、前記ブラケット本体（１）に対し離脱移動を可能にして前
記アーチワイヤーの着脱を行うための離脱用溝部（１１）を有している
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項４】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は、前記ブラケット本体（１）のスロット下部位置に前記スラ
イダー部（２）自身の弾力で固定保持させるための弾性変形可能な保持部（８、９）を有
している
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項５】
（削除）
【請求項６】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）は、前記アーチワイヤー係止の
ための溝部の下部にこの溝部を横切る方向に両者に跨る通し溝（５２）を設けている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項７】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）は、前記アーチワイヤー係止の
ための溝部の上部表面にこの溝部を横切る方向に両者に跨る通し溝（５７）を設けている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項８】
　請求項１に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
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　前記ブラケット本体（１）及び前記スライダー部（２）は、前記アーチワイヤー係止側
壁の上部の当接部位に相互に係脱可能な凹凸部（６９，７０）が設けられている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項９】
　請求項３に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記離脱用溝部（１１）は、着脱される前記アーチワイヤーの上部位置に１面が開放し
た断面形状が矩形の切り欠きを有して設けられている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項１０】
　請求項６及び７に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記スライダー部（２）は前記通し溝（５７）の下部に突起状の肉厚部（６４）が設け
られ、前記ブラケット本体（１）は前記肉厚部の挿入される凹部（６５）が設けられた構
成になっている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項１１】
　請求項９に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記離脱用溝部（１１）は前記アーチワイヤーの長手方向に沿って上部位置の一端が開
放された形状になっている
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
【請求項１２】
　請求項９に記載の歯列矯正用ブラケットにおいて、
　前記離脱用溝部（１１）は、弾性体（７４）の弾性力により押圧される挿入部（７６）
を有した操作工具（７１）が挿入される形状の溝である
　ことを特徴とする歯列矯正用ブラケット。
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