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オーソ テイン
歯列矯正用咬合誘導装置製品カタログ
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Appliance Innovation

オーソ テイン（Ortho-Tain®）は52年以上前、初めてプリフォームドされた歯列矯正用フィニッシャーを開発し、
それ以来400万個以上の装置を世界で販売しています。世界中で500以上の特許を取得しており、現在もリムーバブ
ルアプライアンスにおける技術の革新を続けています。
すべての装置とそのテクニックは独創的であり、独自に設計され、患者さんの健康と幸福を改善することを第一に
考え、Dr. Earl Bergersen、MSD、ABOによって開発されました。
Dr. Earl Bergersen はノースウエスタン大学の矯正歯科講座で25年間にわたり成長と発達に関して教壇を取り、50
を超える科学的および臨床的論文を発表しています。

Dr. Earl Bergersen、MSD、ABO
小児の睡眠、呼吸、気道の健康における先駆者の1人であり、52年以上にわたって成長
と発達の研究を行い、世界中で400万人を超える子供たちの治療に関わっています。

オーソ テインは、特定の健康症状の根本的な原因を非侵襲的な手順を用いて訓練、および治療を行うことで、美し
い歯並びによる健康で美しい笑顔を生涯にわたって持ち続け、子供の健康と福祉を改善するために用いられる進歩
的な治療システムです。
オーソ テインは、特別に教育された歯科医師によって提供され、一連の独自に設計された装置を1日数時間、また
は夜間睡眠中に装着します。これらの柔らかく快適な装置は、睡眠関連呼吸障害（SRBD）の根本的な原因の多く
に対処し、歯列弓を広げると同時に口呼吸を押さえながら鼻呼吸を促進し、計画的に歯の矯正を行いない、さらに
顎を発達させるのに役立ちます。

睡眠関連呼吸障害の影響に苦しんでいる多くの子供たちに
とっての大きな問題は、気道の障害です。子供の気道が狭
い、未発達、または何らかの形で狭窄している場合、子供
は夜間に十分な酸素を受け取るのが困難となり、問題を悪
化させる口呼吸に頼ることになります。オーソ テインは、
上顎と下顎を前方位に出し、気道を広げることで、成長中
の子供の気道を開くのに役立ちます。Airway

重要事項:

習癖是正装置はいつでも使用することができ、ほとんどの場合、萌出誘導装置の前、または組み合わせて使用します。「IG」、「G」、および「N」、「X」、
「U」シリーズは、ほとんどの場合、最終的な保定用装置として使用します。 ただし、「C」シリーズには常にその後に何らかの装置が必要となります。

            

ハビット コレクター
(通常、習癖が是正され症状が治まるまで1〜6か月間装着しますが、より長くに着用することも可能です)

             

          
       

       
完全  

1st Lower Permanent 

Incisor Erupts

Last Lower Incisor 

Fully Erupted

Last Deciduous Tooth 

Exfoliated

     
脱落

萌出誘導装置

クラス III コレクター / マックスA
（必要に応じて使用）

‘C’ 又は ‘IG’ オーソ テイン ポジショナ‘N’ ‘X’ ‘U’ シリーズ‘G’ シリーズ

成人矯正装置



Appliance Overview
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オーソテイン 装置の概要

オーソ テイン（Ortho-Tain®）は、多くの歯列矯正治療の問題解決だけでなく、2歳という早い年齢層も含め、ほと
んどすべての年齢層の習慣的な問題に対処するように設計された幅広い装置を開発しました。 ここに私たちが提供す
る多くの装置があります：

口呼吸、舌突出癖、およびその他の軟組織の問題などによる不適切な習癖を
是正して歯列を良好に発達させるように設計された装置です。
2つのオプション機能を備え、4つのサイズから選択できます。

下顎の切歯を誘導し、過蓋咬合を防ぎ、乳歯および早期の混合歯列のオーバー
ジェットを是正するために使用される萌出誘導装置（EGA）です。
多くのサイズから選択できます。

この装置は矯正歯科治療のフェーズ I とフェーズ II の間の理想的な保定装置と
しても機能し、永久臼歯が存在する場合にナイトガイドとして使用されます。
多くのサイズから選択できます。

混合歯列期のために特別に設計されており、重度のオーバーバイト、オーバー
ジェット、叢生およびスペースを是正します。
多くのサイズから選択できます。

28本のすべての永久歯が存在する場合に使用されます。 多くのサイズと3
つのバリエーション（非抜歯、上顎小臼歯抜歯、小臼歯４本抜歯）から選択
できます。

ハビット コレクター

ナイトガイド
(“C”シリーズ )

インテリム・Ｇ
(“IG”シリーズ )

オクルーズ・オー・ガイド
(“G”シリーズ )

オーソ テイン ポジショナー

乳歯又は初期の混合歯列期において、前歯部の是正と臼歯部のクロスバイトの
是正に効果的な装置です。
2種類のサイズから選択できます。

マックス A

仮性クラスIIIを是正し、骨格性クラスIIIの悪化を最小限に抑えるように設計され
た装置。 2種類のサイズから選択できます。

クラス III コレクター

典型的な治療の流れ

2-6 Year Old 

6-12 Year Old 

習癖是正 歯列矯正治療

 
 
 
年
齢

/成
熟
度

マックス A 
クラス III コレクター

オーソ テイン ポジショナー

オクルーズ・オー・ガイド
(“G”シリーズ )

インテリム・Ｇ
(“IG”シリーズ )

ナイトガイド
(“C”シリーズ )幼児用ハビット コレクター

学童期用ハビット コレクター

大人用ハビット コレクター

小児用ハビット コレクター



製品番号 規格

OT-CLASSⅢ40A クラスⅢコレクター キッズ　（２－６）

OT-YCLASSⅢ40A クラスⅢコレクター ユース （６－１２）

クラス Ⅲ コレクター
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Interceptive Treatment

成長抑制用装置

クラス III コレクターClass III Corrector®

⚫ クラス III コレクターは、仮性クラス
IIIの状態を修正し、骨格性のクラスIII
への悪化を最小限に抑えるように設
計されています

⚫ クラス III コレクターには厚い下顎バ
ンパーがあり、下顎の歯列を遠心方
向に向け、下顎骨がそれ以上前方位
に移動するのを防ぎます

アッパーシールドなし
スムーズな上顎の前方発達を可能
にします

3つのリンガルタブ
上顎/切歯骨を前方移動させます

厚みをもたせた上顎臼歯部
上顎歯列が「咬合をジャン
プ」し、前歯部のクロスバイ
トを是正できるようにします

矢印
装置を着用しているときは、
矢印は常に上向きになってい
る必要があります

厚みのある下顎バンパー
下顎歯列を遠心に向け、
必要以上の前方移動を防ぎ
ます

クラスIII コレクター キッズ 2 - 6 クラスIII コレクター ユース 6 - 12

使用目的：

疑似クラスIIIなどを正常状態に導き、骨格性のクラスIIIを最小限に抑えるために使用します。

２サイズ：

２～６歳（１期）、および６～１２歳（混合歯列、第1大臼歯が存在）

着用方法：

３つのタブで舌運動を行い切歯骨を前方向に発達させます。通常は1日2時間程度着用、 歯の噛みしめは必要ありません。

55.7 mm

39.3 mm

59.7 mm

43.8 mm

Soft Type

マックス A

クラス III コレクター

6 – 12
Year Old

2 – 6
Year Old

ハビット コレクター
幼児用

ハビット コレクター
キッズ

ハビット コレクター
ユース

ハビット コレクター
アダルト

インテリム・Ｇ

ナイトガイド

オクルーズ・
オー・ガイド

オーソ テイン
ポジショナー

医療機器認証番号：303AKBZX00109000
販売名：オーソ テイン
一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器



製品番号 規格

OT-MAXA40A マックスA キッズ　（２－６）

OT-YMAXA40A マックスA ユース （６－１２）

マックスA
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マックス AMax A®

⚫ 乳歯、または初期の混合歯列期におい
て前歯部の是正と、臼歯部のクロスバ
イトに特に効果的です。

口蓋タブ
上顎歯列の拡大を促進

上顎プロング
上顎プロングは舌癖の改善を促進します

薄い下顎フランジ
上下顎の前方発育の調整を行
います

矢印
装置を着用しているときは、矢印
は常に上向きになっている必要が
あります

使用目的：

前歯部の是正と臼歯部のクロスバイトの是正に効果的な装置です。

２サイズ：

２～６歳（１期）、および６～１２歳（混合歯列、第1大臼歯が存在）

着用方法：

３つのタブで舌運動を行い切歯骨を前方向に発達させます。通常は1日2時間程度着用、 歯の噛みしめは必要ありません。

54.2 mm

37.9 mm

58.3 mm

41.5 mm

マックスA キッズ 2 - 6 マックスA ユース 6 - 12

Interceptive Treatment

成長抑制用装置

Soft Type

マックス A

クラス III コレクター

6 – 12
Year Old

2 – 6
Year Old

ハビット コレクター
幼児用

ハビット コレクター
キッズ

ハビット コレクター
ユース

ハビット コレクター
アダルト

インテリム・Ｇ

ナイトガイド

オクルーズ・
オー・ガイド

オーソ テイン
ポジショナー

医療機器認証番号：303AKBZX00109000
販売名：オーソ テイン
一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器



習癖是正用装置

ハビット コレクター
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Habit Corrector

ハビット コレクターは、口呼吸、舌突出癖、およびその他の軟組織の問題などによる不適切な習癖を是正して
歯列を良好に発達させるように設計された装置です。 永久歯が存在するか萌出している場合は他の装置と組み
合わせ、通常1〜6か月間着用します。ハビット コレクターは以下の症例に使用します。

• 口呼吸
• 舌癖
• 異常な嚥下パターン
• 指しゃぶり

• 歯性の開咬
• オーバージェット
• 発音障害
• 狭窄口蓋

口蓋タブ
舌圧で口蓋を広げます
- 拡大デバイス

後部パッド**（オプション）
臼歯部を押し下げ、オープンバイト傾向
を軽減させます

リンガルタブ
睡眠中に下顎が後退するのを防ぎ、舌
側傾斜の切歯を前方に導きます

プルタブ*（オプション）
唇圧のエクササイズやストラップなど
を装着するのに役立ちます

リンガルシェルフ
舌を口蓋に保ちます（適切な嚥下
パターンを促進します）

上顎プロング
常に舌が口蓋近くに位置することをリ
マインドさせます
（舌癖の防止および是正）

後部パッド**：後部パッドを備えたハビット コレクターは、臼歯部を若干押し下げ、前歯部への干渉を起こさずにオープ
ンバイトを是正するために装置の後部に厚みを与えています。 オープンバイト症例に使用されます。

プルタブ*：プルタブ（アダルト用の ハビット コレクターを除くすべてのサイズで利用可能）は、プルタブを引っ張るとき
は唇を強く圧迫し、筋肉を利用して装置を口腔内にしっかりと保つ必要があります。 また、プルタブにストラップなどを装
着し、装置の紛失を防ぐことができます。

オプション機能

使用目的：

不適切な習慣、軽度の口蓋拡張、鼻呼吸、歯性開口の是正などに使用します。

６サイズ：

幼児、小児、学童期、成人用の４サイズ。パッド付、プルタブ付き、又は両方がついたデザインを選択できます。

着用方法：

通常は夜間に着用しますが、他の装置と組み合わせて使用することもできます。歯の噛みしめは必要ありません。

夜間に着用し、日中は1〜2時間受動的に着用します。



1つのバリエーションの幼児用習癖是正用装置
（2〜4歳前後の患者向け）

呼吸、舌突出癖、およびその他の軟組織の問題などによる不適切な習癖を是正して歯列を良好にを
発達させるように設計された装置です。6歳から9歳の子供向け Kids+ ハビット コレクター、フラ
ンジが高く、より細身のデザインとなった成人用スレンダライズ ハビット コレクターの2つの装
置が新たに加わり、豊富な種類からご選択いただけます。

学童期用ハビット コレクターには4つのバリエーションがあります
（7〜11歳前後の患者の場合で、混合歯列、第1大臼歯が存在するケース）

大人用ハビット コレクターには2つのバリエーションがあります
（12歳以上の患者で、永久歯列、第2大臼歯が存在するケース）

幼児用ハビット コレクター

ハビット コレクター キッズ & キッズ +

ハビット コレクター ユース

ハビット コレクター アダルト
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習癖是正用装置

ハビット コレクター

Habit Corrector

50.8 mm

35.3 mm

55.0 mm

37.9 mm

58.9 mm

46.6 mm

58.2 mm

50.3 mm

Soft Type

Soft Type

Soft Type

Soft Type

マックス A

クラス III コレクター

6 – 12
Year Old

2 – 6
Year Old

ハビット コレクター
幼児用

ハビット コレクター
キッズ

ハビット コレクター
ユース

ハビット コレクター
アダルト

インテリム・Ｇ

ナイトガイド

オクルーズ・
オー・ガイド

オーソ テイン
ポジショナー

医療機器認証番号：303AKBZX00109000
販売名：オーソ テイン
一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

製品番号 規格

OT-HCCT40AT ハビット コレクター 幼児用

（適用年齢2 – 4 歳）

製品番号 規格

OT-HCCY40-B ハビット コレクター ユース

OT-HCCY40-BP ハビット コレクター ユース パッド付

OT-HCCY40-BT ハビット コレクター ユース プルタブ付

OT-HCCY40-BPT ハビット コレクター ユース パッド/プルタブ付

（適用年齢7 – 11 歳）

製品番号 規格

OT-HCCA40AN ハビット コレクター アダルト

OT-HCCA40BP ハビット コレクター アダルト パッド付

OT-HCCSA40AN ハビット コレクター アダルト スレンダライズ

OT-HCCSA40BP ハビット コレクター アダルト スレンダライズ パッド付

（適用年齢12 歳以上）

製品番号 規格

OT-HCCP40-B ハビット コレクター キッズ

OT-HCCP40-BP ハビット コレクター キッズ パッド付

OT-HCCP40-BT ハビット コレクター キッズ プルタブ付

OT-HCCP40-BPT ハビット コレクター キッズ パッド/プルタブ付

製品番号 規格

OT-HCCSK40AN ハビット コレクター キッズ+

OT-HCCSK40AP ハビット コレクター キッズ+ パッド付

（適用年齢4 – 6 歳）

（適用年齢6 – 9 歳）



萌出誘導用装置
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Eruptive Guidance Appliance

5〜7歳の93％での永久歯を誘導

8-12歳児のための矯正テクニック
混合歯列期における不正咬合の70％に対する治療

⚫ 重度のオーバージェット
⚫ 重度のオーバーバイト
⚫ 最大4 mmまでの叢生
⚫ 最大5 mmまでのスペース閉鎖
⚫ TMJに関する問題
⚫ 一つの装置で治療と保定に対応
⚫ 多くの症例の治療期間は約4〜10か月
⚫ トータルのチェアータイムは1〜2時間
⚫ 最適なフィット感を得る13種類の成形済みサイズが利用可能

下顎の切歯を誘導し、過蓋咬合を防ぎ、乳歯および早期の混合歯列のオーバージェットを是正する
ために使用されるガイダンス アプライアンス（EGA）。 多くのサイズサイズから選択できます。

混合歯列期のために特別に設計されており、重度のオーバーバイト、オーバージェット、
叢生およびスペースを是正します。
多くのサイズから選択できます。

ナイトガイド
(“C”シリーズ )

インテリム・Ｇ
(“IG”シリーズ )

オクルーズ・オー・ガイド
(“G”シリーズ )

⚫ 最初の永久歯（多くの場合下顎中切歯）が萌出した際に使用
⚫ 1時間の夜間および睡眠中の着用
⚫ 科学的にデザインされたソケットは、萌出する成人の切歯を正確に導きます
⚫ コラーゲン線維（歯）が発達する間、成人の歯牙を適正な位置に保持します
⚫ クラス I 咬合のために下顎を前方位に導き顔面のプロファイルを改善します
⚫ オーバージェット、オーバーバイト、および多くのオープンバイトを修正し

ます。

⚫ 治療開始時点ですでに側切歯が萌出し6歳臼歯が存在する場合はナイトガイド
(“C”シリーズ )を使わずインテリム・Ｇ(“IG”シリーズ )からスタートし
ます

⚫ 1時間の夜間および睡眠中の着用
⚫ この装置は矯正歯科治療のフェーズ I とフェーズ II の間の理想的な保定装置

としても機能します
⚫ 多くのサイズから選択できます。

不正咬合の予防におけるナイト ガイド テクニック

ナイトガイド(“C”シリーズ )、またはインテリム・Ｇ(“IG”シリーズ )、およびオクルーズ・オー・ガイド(“G”シ
リーズ )の装置（一般的には萌出誘導用装置と呼ばれる）を利用したナイト ガイド テクニックは、永久歯の切歯の自然
な萌出する力を回転や変位なしに口腔内に導き、自然なアーチに導くことで未治療の理想的な歯列に導くことが示され
ています。
萌出誘導装置は、成人の切歯の萌出を正しい位置に導くためのテンプレートとして機能し、一般に睡眠中は受動的に装
着されるため、それ自体はほとんど矯正力を発揮しません。装置が歯牙を所定の位置に保持し、その間に成人のコラー
ゲン繊維が発達して移動後の安定を助けます。過剰なオーバージェットは、他の機能装置と同様に顎の関係を調整し、
顎の成長によって位置の変化を完全に補うまでこの正しい位置を維持し、同時に是正されます。また、永久切歯は通常
のオーバーバイトの状態を超えて過剰に萌出することを防ぎ、これにより歯肉の過度の表出を低下させることができま
す（オーバーバイトが発生するのを防ぐ量によって）。



製品番号 規格
下顎切歯部

（乳歯または永久歯）

上顎切歯部
（乳歯または永久歯）

上顎６前歯部

（永久歯）

OT-10G1200 　G　サイズ  1 18.9 - 19.6 mm 24.9 - 26.0 mm 39.5 - 40.9 mm

OT-15G1200 　G　サイズ  1.5 19.7 - 20.4 mm 26.1 - 27.2 mm 41.0 - 42.4 mm

OT-20G1200 　G　サイズ  2 20.5 - 21.1 mm 27.3 - 28.3 mm 42.5 - 43.9 mm

OT-25G1200 　G　サイズ  2.5 21.2 - 21.9 mm 28.4 - 29.5 mm 44.0 - 45.4 mm

OT-30G1200 　G　サイズ  3 22.0 - 22.7 mm 29.6 - 30.7 mm 45.5 - 46.9 mm

OT-35G1200 　G　サイズ  3.5 22.8 - 23.5 mm 30.8 - 31.9 mm 47.0 - 48.4 mm

OT-40G1200 　G　サイズ  4 23.6 - 24.3 mm 32.0 - 33.1 mm 48.5 - 49.9 mm

OT-45G1200 　G　サイズ  4.5 24.4 - 25.0 mm 33.2 - 34.2 mm 50.0 - 51.4 mm

OT-50G1200 　G　サイズ  5 25.1 - 25.8 mm 34.3 - 35.4 mm 51.5 - 52.9 mm

OT-55G1200 　G　サイズ  5.5 25.9 - 26.6 mm 35.5 - 36.6 mm 53.0 - 54.4 mm

OT-60G1200 　G　サイズ  6 26.7 - 27.4 mm 36.7 - 37.8 mm 54.5 - 55.9 mm

OT-65G1200 　G　サイズ  6.5 27.5 - 28.2 mm 37.9 - 39 mm 56.0 - 57.4 mm

OT-70G1200 　G　サイズ  7 28.3 mm over 39.1 mm over 57.5 mm over

製品番号 規格
下顎切歯部

（乳歯または永久歯）

上顎切歯部
（乳歯または永久歯）

上顎６前歯部

（永久歯）

OT-20I1600BC 　IG　サイズ  2 20.5 - 21.1 mm 27.3 - 28.3 mm 42.5 - 43.9 mm

OT-25I1600BC 　IG　サイズ  2.5 21.2 - 21.9 mm 28.4 - 29.5 mm 44.0 - 45.4 mm

OT-30I1600BC 　IG　サイズ  3 22.0 - 22.7 mm 29.6 - 30.7 mm 45.5 - 46.9 mm

OT-35I1600BC 　IG　サイズ  3.5 22.8 - 23.5 mm 30.8 - 31.9 mm 47.0 - 48.4 mm

OT-40I1600BC 　IG　サイズ  4 23.6 - 24.3 mm 32.0 - 33.1 mm 48.5 - 49.9 mm

OT-45I1600BC 　IG　サイズ  4.5 24.4 - 25.0 mm 33.2 - 34.2 mm 50.0 - 51.4 mm

OT-50I1600BC 　IG　サイズ  5 25.1 - 25.8 mm 34.3 - 35.4 mm 51.5 - 52.9 mm

OT-55I1600BC 　IG　サイズ  5.5 25.9 - 26.6 mm 35.5 - 36.6 mm 53.0 - 54.4 mm

OT-60I1600BC 　IG　サイズ  6 26.7 - 27.4 mm 36.7 - 37.8 mm 54.5 - 55.9 mm

OT-65I1600BC 　IG　サイズ  6.5 27.5 - 28.2 mm 37.9 - 39 mm 56.0 - 57.4 mm

OT-70I1600BC 　IG　サイズ  7 28.3 mm over 39.1 mm over 57.5 mm over

製品番号 規格
下顎切歯部

（乳歯または永久歯）

上顎切歯部
（乳歯または永久歯）

下顎６前歯部

OT-10C1400E 　C　サイズ  1 18.9 - 19.6 mm 24.9 - 26.0 mm 22.6 mm

OT-15C1400E 　C　サイズ  1.5 19.7 - 20.4 mm 26.1 - 27.2 mm 23.2 mm

OT-20C1400E 　C　サイズ  2 20.5 - 21.1 mm 27.3 - 28.3 mm 23.7 mm

OT-25C1400E 　C　サイズ  2.5 21.2 - 21.9 mm 28.4 - 29.5 mm 24.3 mm

OT-30C1400E 　C　サイズ  3 22.0 - 22.7 mm 29.6 - 30.7 mm 24.9 mm

OT-35C1400E 　C　サイズ  3.5 22.8 - 23.5 mm 30.8 - 31.9 mm 25.4 mm

OT-40C1400E 　C　サイズ  4 23.6 - 24.3 mm 32.0 - 33.1 mm 26.0 mm

OT-45C1400E 　C　サイズ  4.5 24.4 - 25.0 mm 33.2 - 34.2 mm 26.6 mm

OT-50C1400E 　C　サイズ  5 25.1 - 25.8 mm 34.3 - 35.4 mm 27.2 mm

OT-55C1400E 　C　サイズ  5.5 25.9 - 26.6 mm 35.5 - 36.6 mm 27.7 mm

OT-60C1400E 　C　サイズ  6 26.7 - 27.4 mm 36.7 - 37.8 mm 28.3 mm

ナイトガイド
(“C”シリーズ )

インテリム・Ｇ
(“IG”シリーズ )

オクルーズ・オー・ガイド
(“G”シリーズ )

萌出誘導用装置

9

Eruptive Guidance Appliance

Soft Type

Hard Type

Hard Type

マックス A

クラス III コレクター

6 – 12
Year Old

2 – 6
Year Old

ハビット コレクター
幼児用

ハビット コレクター
キッズ

ハビット コレクター
ユース

ハビット コレクター
アダルト

インテリム・Ｇ

ナイトガイド

オクルーズ・
オー・ガイド

オーソ テイン
ポジショナー

医療機器認証番号：303AKBZX00109000
販売名：オーソ テイン
一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器
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Orthodontics for Adults

オーソ テイン ポジショナーは、オールインワンの整形外科、機能、およびフィニッシング装置です。これらの高
品質の取り外し可能な成人用矯正装置は、数十年にわたる成人への矯正歯科治療の臨床に裏打ちされており、痛み
を伴うオーバーバイト、オーバージェット、TMJ の問題を解消することが証明されています。

成人用矯正装置

オーソ テイン ポジショナー

注: 一般に、ほとんどの小児患者は「G」シリーズで終了し、この同じ装置を保定に使用できます。 まれに、第 2 永
久大臼歯の過剰萌出により、必要以上に咬合が開く可能性がある場合、「G」をこのシリーズの 1 つに置き換えて治
療を終了し、保持として使用することがあります。

‘N’、‘U’ 、および‘X’シリーズの装置を使用することで、
以下の是正が行えます。

最適な結果を得るために13の成形済サイズが利用可能

⚫ 叢生の改善
⚫ スペースクロージング
⚫ オーバージェット、オーバーバイトの是正
⚫ TMJ問題の効果的な是正

⚫ 理想的なクラスⅠ咬合のための設計
⚫ ブラケット撤去後すぐに保定可能。
⚫ 器具を紛失してもラボ作業なしですぐに交換可能

‘N’ 非抜歯用

‘U’ 上顎小臼歯抜歯用

‘X’ 上下顎小臼歯抜歯用

目的：

オーバーバイト、オーバージェット、ローテーションがすでに確立されている混合歯列期、および思春期の歯列をガイドおよび
修正するために使用されます。 これらの不正咬合を矯正するには、積極的な噛みしめが必要です。

着用：

オーバーバイト、オーバージェット、および叢生が是正されるまで、少なくとも1日1時間の噛みしめが必要です。

多くのサイズ：

すべての咬合誘導装置のサイズは、最終的には歯牙のサイズに基づいています。 多くのサイズが容易されているので適切なサイズ
を選択します。

患者の協力度を検出する素材（C-D®）で製作されたオーソ テイン ポジショナー
夜間のみ装着するとアプライアンスがわずかに半透明になり、毎日2〜4時間装着するとほぼ不透明な白色になります。
48時間着用しなければ、透明に戻ります。

協力度なし 昼夜適切に使用夜間のみ使用
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Hard Type

オーソ テイン ポジショナー

‘N’、‘U’ 、‘X’シリーズ

白いルーラーのポインターを上顎左側犬歯遠心にあて、切縁に沿って上顎右側
犬歯遠心まで計測します。 矯正用ブラケット撤去後の保定については、最適
な結果を得るために、ルーラーに表示されているサイズよりも1サイズ小さい
装置を選択してください。

オーソ テイン ポジショナー用
メジャールーラー ホワイト

Orthodontics for Adults

成人用矯正装置

マックス A

クラス III コレクター

6 – 12
Year Old

2 – 6
Year Old

ハビット コレクター
幼児用

ハビット コレクター
キッズ

ハビット コレクター
ユース

ハビット コレクター
アダルト

インテリム・Ｇ

ナイトガイド

オクルーズ・
オー・ガイド

オーソ テイン
ポジショナー

医療機器認証番号：303AKBZX00109000
販売名：オーソ テイン
一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

製品番号 抜歯
上顎６前歯部

（永久歯）

OT-10N4200NT 非抜歯 39.5 - 40.9 mm

OT-15N4200NT 非抜歯 41.0 - 42.4 mm

OT-20N4200NT 非抜歯 42.5 - 43.9 mm

OT-25N4200NT 非抜歯 44.0 - 45.4 mm

OT-30N4200NT 非抜歯 45.5 - 46.9 mm

OT-35N4200NT 非抜歯 47.0 - 48.4 mm

OT-40N4200NT 非抜歯 48.5 - 49.9 mm

OT-45N4200NT 非抜歯 50.0 - 51.4 mm

OT-50N4200NT 非抜歯 51.5 - 52.9 mm

OT-55N4200NT 非抜歯 53.0 - 54.4 mm

OT-60N4200NT 非抜歯 54.5 - 55.9 mm

OT-65N4200NT 非抜歯 56.0 - 57.4 mm

OT-70N4200NT 非抜歯 57.5 mm over

OT-20U4200UT 上顎小臼歯 42.5 - 43.9 mm

OT-25U4200UT 上顎小臼歯 44.0 - 45.4 mm

OT-30U4200UT 上顎小臼歯 45.5 - 46.9 mm

OT-35U4200UT 上顎小臼歯 47.0 - 48.4 mm

OT-40U4200UT 上顎小臼歯 48.5 - 49.9 mm

OT-45U4200UT 上顎小臼歯 50.0 - 51.4 mm

OT-50U4200UT 上顎小臼歯 51.5 - 52.9 mm

OT-55U4200UT 上顎小臼歯 53.0 - 54.4 mm

OT-60U4200UT 上顎小臼歯 54.5 mm over

OT-10X4200XT 上下顎小臼歯 45.5 - 46.9 mm

OT-15X4200XT 上下顎小臼歯 47.0 - 48.4 mm

OT-20X4200XT 上下顎小臼歯 48.5 - 49.9 mm

OT-25X4200XT 上下顎小臼歯 50.0 - 51.4 mm

OT-30X4200XT 上下顎小臼歯 51.5 - 52.9 mm

OT-35X4200XT 上下顎小臼歯 53.0 - 54.4 mm

OT-40X4200XT 上下顎小臼歯 54.5 - 55.9 mm

OT-45X4200XT 上下顎小臼歯 56.0 - 57.4 mm

OT-50X4200XT 上下顎小臼歯 57.5 - 58.9 mm

OT-55X4200XT 上下顎小臼歯 59.0 - 60.4 mm

OT-60X4200XT 上下顎小臼歯 60.5 mm over

規格

"N"

　NT　Non-Ex.　サイズ  1

　NT　Non-Ex.　サイズ  1.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  2

　NT　Non-Ex.　サイズ  2.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  3

　NT　Non-Ex.　サイズ  3.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  4

　NT　Non-Ex.　サイズ  4.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  5

　NT　Non-Ex.　サイズ  5.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  6

　NT　Non-Ex.　サイズ  6.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  7

"U"

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  2

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  2.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  3

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  3.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  4

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  4.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  5.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  6

"X"

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  1

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  1.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  2

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  2.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  3

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  3.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  4

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  4.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  5.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  6



製造販売元 フォレスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂２-１０-１２ 生駒硝子ビル２Ｆ FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・ TEL.03-6277-6980   |   http://www.forestadent.co.jp

アニマル ボックス

Animal Boxes 

AlligatorMonkey

Cat

Dog

Car

製品番号

OT-AB-01

製品番号

OT-AB-02

製品番号

OT-AB-03
製品番号

OT-AB-04

製品番号

OT-AB-05

オーソ テインの装置が一つずつ入る収納ボックスです。

ナイト ガイド テクニックの測定
5-7歳の患者のための萌出する切歯の誘導用

以下の装置に適用します：

装置のサイズは左上の余白に刻印されています。上顎歯列用の各装置は1.5 mm間隔で、下顎歯列用の各装置の間隔は0.8 mmです。

ポインターを左下の犬歯近心にあて 続いて右下犬歯近心へ 左上犬歯近心から 右上犬歯近心へ

又は

Nite-Guide® (‘C’ Series)

インテリム・Ｇ

Interim-G® (‘IG’ Series)

ナイトガイド

Occlus-o-Guide® (‘G’ Series)

オクルーズ・オー・ガイド

メジャールーラー ピンク

以下の装置に適用します：

左下の側切歯遠心から 続いて右下側切歯遠心へ 左上側切歯遠心から 右上側切歯遠心へ

又は

インテリム・Ｇ

Interim-G® (‘IG’ Series)

オクルーズ・オー・ガイド

Occlus-o-Guide® (‘G’ Series)

混合歯列期の測定
８－12歳の患者用

メジャールーラー ピンク

Other goods
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